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明治40年、東京神田で2人の青年技術者が創立した私立電機学校を母体に誕生

しました。「社会に真に役立つ技術者の養成」が肝要と考えた創立者は一流

の教授陣を招き授業を開始。洋書教材しかない時代に教授陣自らがテキスト

を作成し、社会から高い評価を受け出版活動を開始しました。 

（東京電機大学出版局HPより抜粋） 

教育・研究の成果を基に新しい情報を世に送り 
学術・知識の普及に努める 

2018-2019年全点カタログ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2018年 新規配信タイトル 

2018年12月 

Inventorによる3DCAD入門 
同時1アクセス(本体) ¥5,626 

同時3アクセス(本体) ¥8,439 

冊子版ISBN 9784501420109  

著編者名 村木 正芳 発行年 2018 商品コード 1027769164 

「軸受クランプ」の作成を例に解説。ゼロから作り上げる工程を手順に沿って実習し、CADの操作法を確実
にマスターする。 

学生力を高めるeポートフォリオ 
 ―成功への再始動― 

同時1アクセス(本体) ¥5,370 

同時3アクセス(本体) ¥8,055 

冊子版ISBN 9784501631307  

著編者名 松葉 龍一 発行年 2018 商品コード 1027769162 

eポートフォリオを導入・実践している組織が抱える悩みや失敗事例を共有し、今後の成功につなげるためのアイデアを
紹介。eポートフォリオの基本に立ち返り、つまづきがちなポイントをピックアップ。各シーンにおける注意点を挙げ、現場
での試行錯誤に基づく具体的なノウハウを伝授。現場の疑問に答える本音ベースのQ&Aも掲載。 

特許を取ろう! 
 ―技術者・研究者へ贈るコツとテクニック― 

同時1アクセス(本体) ¥5,115 

同時3アクセス(本体) ¥7,672 

冊子版ISBN 9784501630805  

著編者名 宮保 憲治 発行年 2017 商品コード 1027769144 

”特許を積極的に取ってもらいたい！”このコンセプトのもと、「ひらめき」を具現化するための思考の整理法、創作物を
特許化するための特許取得手順、申請手続きの対処法など、特許を取るために必要となる基礎知識について、身近な
例を用いて具体的に解説。また、特許の創作上、役立つ特許検索の方法や活用法もまとめた。一部改正した特許法に
対応。 

くすりと薬理 
 ―臨床工学テキスト― 

同時1アクセス(本体) ¥6,904 

同時3アクセス(本体) ¥10,357 

冊子版ISBN 9784501332402  

著編者名 海本 浩一 発行年 2017 商品コード 1027769141 

薬理学で用いられる用語の意味や概念、また、様々な疾患における代表的な「くすり」の作用機序や副作用
等について掲載。 

面心の代数幾何学 
同時1アクセス(本体) ¥8,184 

同時3アクセス(本体) ¥12,276 

冊子版ISBN 9784501630607  

著編者名 硲 文夫 発行年 2017 商品コード 1027769138 

面心を題材として代数幾何学を学ぶ入門書。面心とは全ての面積が等しくなる点のこと。「面心を有する多角形とはど
のような図形なのか」という謎解きを通じて、理工学を学ぶ上で欠かすことのできない線形代数や微積分の本質的な働
きが理解できる構成。代数幾何学の本質を理解したい方必読！ 

詳解電力系統工学 
同時1アクセス(本体) ¥8,439 

同時3アクセス(本体) ¥12,658 

冊子版ISBN 9784501117702  

著編者名 加藤 政一 発行年 2017 商品コード 1027769137 

電力系統とは、電気を利用者へ供給するための、発電、変電、送電、配電の全てを含む電力システムのことをいう。本
書は、電力系統の概要およびそれらを取り扱うための技術についてとりまとめ、近年の電力自由化における発送電分
離や、スマートグリッドなどにも触れている。基礎から応用までを詳解するとともに、豊富な例題および章末問題を収録。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

社会シミュレーション ―世界を「見える化」する― 
横幹「知の統合」シリーズ
編集委員会 

2017 9784501630706 ¥4,603  ¥6,905  1027769142 

価値創出をになう人材の育成 ―コトつくりとヒトつくり― 本多 敏 2016 9784501630201 ¥4,603  ¥6,905  1024760823 

カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係 
横幹「知の統合」シリーズ
編集委員会 

2016 9784501629601 ¥4,603  ¥6,905  1024760811 

「知の統合」は何を解決するのか ―モノとコトのダイナミズム― 
横幹「知の統合」シリーズ
編集委員会 

2016 9784501629502 ¥4,603  ¥6,905  1024760810 

横幹「知の統合」シリーズ 

“知の統合”を通して、人間・社会の課題解決への道筋を探るシリーズ。 

社会シミュレーション 
 ―世界を「見える化」する― 

災害・環境問題・都市問題・グローバリゼーション問題など、社会をとりまく予測
不能な問題をいかに解決するか。現象をモデル化・可視化することで、世界の
ダイナミズムを読み解く手法として注目される「社会シミュレーション」の可能性
を、社会の持続可能性、マルチエージェント、データ分析、情報拡散と抑制、都
市設計、文化の仮想現実化といった様々な視点から読み解く。 

横幹「知の統合」シリーズ 
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥18,412 ¥27,620 

2018年 
新規配信 
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スティーブ・ジョブズ  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

スティーブ・ジョブズ ―青春の光と影― 2014 9784501552800 ¥6,393  ¥9,589  1018512846 

アップルIIIとリサの蹉跌 （2） 2017 9784501555306 ¥6,393  ¥9,589  1027769134 

マッキントッシュの栄光と悲惨 （3） 2017 9784501555405 ¥6,393  ¥9,589  1027769135 

楽園追放とピクサー創立 （4） 2018 9784501556303 ¥7,416  ¥11,124  1027769136 

ビル・ゲイツ  

脇 英世 著 

脇 英世 著 

『スティーブ・ジョブズ－青春の光と影』と続刊3巻の全4巻を通じ、ジョブズの
生涯を、時代・技術的背景も含め、詳細に描く。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

マイクロソフト帝国の誕生 （1） 2015 9784501553609 ¥6,393  ¥9,589  1022470260 

そしてライバルは誰もいなくなった （2） 2016 9784501554200 ¥7,672  ¥11,509  1024760815 

パソコン黎明期の企業間競争を勝ち抜いて、コンピュータ業界
の帝王となったビル・ゲイツ。本書では当時の人間関係や技術
も含め、新たな資料を用いて詳細に描く。 

スティーブ・ジョブズ   
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥26,595 ¥39,891 

ビル・ゲイツ 
2冊 揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

￥14,065 ¥21,098 

2018年 

2018年 

2018年 
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シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

データベース （基礎編） 橋本 大輔 2013 9784501551902 ¥6,393  ¥9,589  1016376748 

テスト駆動開発 （応用編） 設楽 秀輔 2013 9784501551803 ¥6,393  ¥9,589  1016376746 

リファクタリング （応用編） 設楽 秀輔 2013 9784501551704 ¥6,393  ¥9,589  1016376745 

アジャイル概論 （応用編） 設楽 秀輔 2012 9784501550608 ¥6,393  ¥9,589  1013955285 

Ruby （基礎編） 川端 崇裕 2012 9784501550509 ¥6,393  ¥9,589  1013955284 

Java （基礎編） 浜川 剛 2012 9784501550400 ¥6,393  ¥9,589  1013955283 

近年のソフトウェア開発には迅速・適応的・軽量が求められている。それに応えるべく登場したのがアジャイル
手法である。すでに世界中で取り入れられ、数々の成果をあげている。本シリーズは、アジャイル開発技術を
短時間で効率よく習得できるようにと考えられた実践的教科書で、基礎編と応用編から構成されている。あら
ゆるソフトウェア開発に必要な、プログラム言語、設計技術、開発プロセスを解説。基本的な解説、たくさんの
応用例、ふんだんな演習問題と解答によって、理解が深まる。 

シリーズアジャイルソフトウェア 
開発技術 

6冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥38,358 ¥57,534 
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情報科学 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

人工生命と進化システム  ATR進化システム研究室 1998 9784501528409 ¥8,439  ¥12,658  1011596753 

量子コンピュータ入門  西野 哲朗 1997 9784501526504 ¥6,649  ¥9,974  1011596752 

遺伝的プログラミング  伊庭 斉志 1996 9784501525408 ¥10,996  ¥16,495  1011596751 

スイッチング理論と応用  足立 暁生 1990 9784501515201 ¥6,393  ¥9,589  1011596750 

Pascalによるデータ構造  古東 馨 1987 9784501512309 ¥6,649  ¥9,974  1011596749 

数理科学概論  桜井 明 1987 9784501512101 ¥5,370  ¥8,055  1011596748 

スプライン関数入門  桜井 明 1981 9784501502508 ¥6,393  ¥9,589  1011596747 

インターネットの知的情報技術 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

eビジネスの理論と応用  菅坂 玉美 2003 9784501535407 ¥4,858  ¥7,288  1011596724 

情報社会とデジタルコミュニティ  大澤 幸生 2002 9784501534905 ¥4,858  ¥7,288  1011596723 

情報検索とエージェント  河野 浩之 2002 9784501534400 ¥4,603  ¥6,905  1011596722 

情報科学 7冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥50,889 ¥76,334 

インターネットの知的情報技術 
3冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥14,319 ¥21,481 
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Mathematica 関連タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

入門Mathematica 
 ―決定版Ver.7対応 いろいろな問題が解ける!理解できる!― 

日本Mathematica
ユーザー会 

2009 9784501546205 ¥7,416  ¥11,124  1011601048 

Mathematicaによる金融工学 椎原 浩輔 2000 9784501618100 ¥6,138  ¥9,207  1011600854 

力学 （理工系の物理学@Mathematica） 小畑 修二 2000 9784501618001 ¥5,881  ¥8,823  1011600853 

Mathematicaによる通信工学 榛葉 実 2000 9784501321307 ¥5,370  ¥8,055  1011600852 

Mathematicaによる量子物理学 松本 紳 2000 9784501617707 ¥8,184  ¥12,276  1011600851 

かんたんMathematica活用ガイド 吉田 賢史 2000 9784501530907 ¥4,347  ¥6,520  1011600850 

Mathematicaによる電磁気学  第2版 川瀬 宏海 2000 9784501108809 ¥9,462  ¥14,193  1011600842 

Mathematica3による工科の数学  第2版 田澤 義彦 1999 9784501530303 ¥6,393  ¥9,589  1011600849 

Mathematicaで絵を描こう 中村 健蔵 1998 9784501528508 ¥8,950  ¥13,426  1011600848 

ファーストステップMathematica 
 ―数値計算からハイパーリンクまで― 

小峯 龍男 1998 9784501528300 ¥5,115  ¥7,672  1011600847 

Mathematicaによる材料力学 小峯 龍男 1997 9784501414207 ¥7,416  ¥11,124  1011600846 

Mathematicaによるプレゼンテーション 
 ―創作グラフィックス― 

川瀬 宏海 1997 9784501527402 ¥10,230  ¥15,345  1011600845 

見る微分積分学 
 ―Mathematicaによるイメージトレーニング― 

井上 真 1997 9784501615208 ¥8,439  ¥12,658  1011600844 

Mathematicaによるメカニズム 小峯 龍男 1997 9784501413903 ¥7,672  ¥11,509  1011600843 

Mathematicaによる工科の数学 田澤 義彦 1995 9784501524203 ¥5,958  ¥8,938  1011600841 
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MATLAB 関連タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

MATLABによる振動工学 
 ―基礎からマルチボディダイナミクスまで― 

小林 信之 2008 9784501417406 ¥7,672  ¥11,509  1011600390 

MATLABによる制御のための上級システム同定 足立 修一 2004 9784501323509 ¥10,741  ¥16,112  1011600389 

MATLABによる誘導制御系の設計 江口 弘文 2004 9784501323400 ¥8,184  ¥12,276  1011600388 

MATLABによるディジタル信号とシステム 足立 修一 2002 9784501322304 ¥7,672  ¥11,509  1011600840 

MATLAB/SimulinkによるCDMA 真田 幸俊 2000 9784501321000 ¥6,393  ¥9,589  1011600839 

MATLABによる制御工学 足立 修一 1999 9784501319908 ¥7,927  ¥11,892  1011600838 

MATLABによる制御系設計 野波 健蔵 1998 9784501319403 ¥10,230  ¥15,345  1011600837 

MATLABによる制御理論の基礎 野波 健蔵 1998 9784501319304 ¥7,672  ¥11,509  1011600836 

MATLABによる制御のためのシステム同定 足立 修一 1996 9784501318604 ¥6,904  ¥10,357  1011600835 

9 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

新・数学とコンピュータシリーズ  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

コンピュータ言語と処理 （1） 1995 9784501522803 ¥4,347  ¥6,520  1011596725 

BASICによる数学の問題解法 （2） 1995 9784501523404 ¥4,603  ¥6,905  1011596726 

BASICによる高校数学 （3） 1996 9784501524807 ¥6,393  ¥9,589  1011596727 

行列と線形計算 （4） 1995 9784501523008 ¥5,881  ¥8,823  1011596728 

数値計算 （5） 1995 9784501523701 ¥5,370  ¥8,055  1011596729 

確率統計 （6） 1996 9784501525309 ¥6,393  ¥9,589  1011596730 

数学ソフトによる曲線と図形処理 （7） 1995 9784501522902 ¥4,603  ¥6,905  1011596731 

数学ソフトによる数式処理と関数 （8） 1995 9784501523305 ¥5,115  ¥7,672  1011596732 

コンピュータによるグラフィックス （9） 1996 9784501525903 ¥4,858  ¥7,288  1011596733 

Mathematicaによる離散数学入門 （10） 1997 9784501526108 ¥6,393  ¥9,589  1011596734 

片桐 重延 ほか 著 

新・数学とコンピュータシリーズ  
10冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥53,956 ¥80,935 

10 
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営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

大学数学基礎力 シリーズ 
丸井 洋子 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

微分の問題集 2017 9784501630904 ¥3,580  ¥5,370  1027769146 

微分の教科書 2017 9784501631000 ¥5,881  ¥8,822  1027769147 

積分の問題集 2017 9784501631109 ¥3,580  ¥5,370  1027769148 

積分の教科書 2017 9784501631208 ¥5,881  ¥8,822  1027769149 

問題集の特徴：微分・積分の要点に的を絞り問題を厳選。問題の解答については解法過程を省かず掲載。また、
問題の難易度を☆印で分類し、自らのレベルに合った学習が可能。授業の予習復習および定期試験対策として
最適な一冊。 
 

教科書の特徴：微分・積分の要点に的を絞り、わかりやすく解説。理工学系の専門科目を学ぶ上で必要な微分・
積分の知識が習得可能。例題の解答を穴埋め形式にし、解き方を一つずつ理解しながら解き進めることで理解
が深まるよう配慮。また、すべての練習問題に対して、解法過程を省かず掲載した。 

大学数学基礎力 
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥18,922 ¥28,384 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

線形数学と微分・積分 （1） 1993 9784501613006 ¥7,416  ¥11,124  1011600401 

応用解析と情報数学 （2） 1993 9784501613600 ¥7,927  ¥11,892  1011600402 

複素関数と偏微分方程式 （3） 1996 9784501614409 ¥6,649  ¥9,974  1011600403 

電気・電子・情報系の基礎数学 シリーズ 
安藤 豊 著 

電気・電子・情報系の 
基礎数学 

3冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥21,992 ¥32,990 

2018年 
新規配信 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

工科系数学セミナー シリーズ 

工科系数学セミナー 
6冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥29,664 ¥44,499 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

フーリエ解析と偏微分方程式  第２版 数学教育研究会 2003 9784501620202 ¥5,115  ¥7,672  1011600412 

ベクトル解析入門 国分 雅敏 2002 9784501619206 ¥4,092  ¥6,138  1011600410 

常微分方程式 鶴見 和之 2000 9784501617806 ¥5,626  ¥8,440  1011600409 

統計学の基礎 鈴木 晥之 2000 9784501617509 ¥5,881  ¥8,823  1011600408 

複素解析学 安達 謙三 1999 9784501616601 ¥4,858  ¥7,288  1011600407 

微分・積分学の基礎 数学教育研究会 1996 9784501614706 ¥4,092  ¥6,138  1011600406 

12 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

ニューパラダイムテキストブック シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

機械の設計考え方・解き方  第3版 須藤 亘啓 2006 9784501415808 ¥7,927  ¥11,892  1011596741 

流体の基礎と応用  改訂 森田 泰司 1997 9784501413705 ¥6,138  ¥9,207  1011596740 

油圧の基礎と応用  高橋 徹 1997 9784501413606 ¥6,649  ¥9,974  1011596739 

熱力学考え方解き方  小林 恒和 1997 9784501413507 ¥6,393  ¥9,589  1011596738 

空気圧の基礎と応用  高橋 徹 1995 9784501412906 ¥6,138  ¥9,207  1011596737 

機械力学 ―考え方・解き方― 第3版 小山 十郎 1994 9784501412609 ¥7,161  ¥10,741  1011596736 

材料力学考え方解き方 ―演習付― 第3版 萩原 國雄 1994 9784501412500 ¥8,184  ¥12,276  1011596735 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

測量学  第2版 森 忠次 2014 9784501628406 ¥9,207  ¥13,810  1016376768 

構造力学 1 福本 唀士 2008 9784501622909 ¥7,416  ¥11,124  1011600652 

構造力学 2 福本 唀士 2008 9784501623005 ¥8,184  ¥12,276  1011600653 

測量学 森 忠次 2008 9784501623104 ¥8,695  ¥13,043  1011600654 

わかりやすい機械教室 シリーズ 

わかりやすい機械教室 
7冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥48,590 ¥72,886 

ニューパラダイムテキストブック 
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥33,502 ¥50,253 

13 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

ハイテク選書 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ハイビジョン 布山 崇 1993 9784501315900 ¥3,324  ¥4,986  1011600865 

知能ロボット 浅野 都司 1990 9784501411404 ¥3,069  ¥4,603  1011600860 

野菜工場 ―いま…これから― 小林 實 1988 9784501611606 ¥3,324  ¥4,986  1011600858 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

極限科学のなかの極低温技術  守屋 潤一郎 1992 9784501612801 ¥4,347  ¥6,520  1011600864 

未来をひらく水素自動車 古浜 庄一 1992 9784501412203 ¥4,092  ¥6,138  1011600863 

夢ふくらむ海洋牧場 
 ―200カイリを飛び越える新しい漁業― 

市村 武美 1991 9784501612504 ¥4,092  ¥6,138  1011600862 

地球にやさしいソーラーカー 藤中 正治 1991 9784501412104 ¥3,848  ¥5,773  1011600861 

スーパートレイン 
 ―夢をかなえる超電導リニアモーターカー― 

荻原 宏康 1990 9784501104108 ¥4,219  ¥6,329  1011600859 

■ハイテク選書 

■ハイテク選書ワイド  

14 

ハイテク選書 
8冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥30,315 ¥45,473 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

たのしくできる シリーズ 

ジャンル 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

マイクロ 
コンピュータ 

たのしくできるIntel Edison電子工作 牧野 浩二 2017 9784501332204 ¥6,393  ¥9,589  1027769139 

たのしくできるArduino電子制御 
 ―Processingでパソコンと連携― 

牧野 浩二 2015 9784501331108 ¥6,393  ¥9,589  1022470257 

たのしくできるPIC12F実用回路 鈴木 美朗志 2013 9784501329808 ¥5,115  ¥7,672  1016376751 

たのしくできるArduino実用回路 鈴木 美朗志 2012 9784501329105 ¥4,347  ¥6,520  1013955259 

たのしくできるArduino電子工作 牧野 浩二 2012 9784501328702 ¥5,115  ¥7,672  1013955257 

たのしくできるPICプログラミングと制御実験 鈴木 美朗志 2002 9784501534608 ¥7,416  ¥11,124  1011601029 

たのしくできるC&PIC実用回路 鈴木 美朗志 2004 9784501537807 ¥5,881  ¥8,823  1011600617 

たのしくできるH8マイコン制御実験 横田 一弘 2004 9784501323806 ¥6,393  ¥9,589  1011600616 

たのしくできるC&PIC制御実験 鈴木 美朗志 2003 9784501535902 ¥6,393  ¥9,589  1011600613 

ロボット 
たのしくできるPICロボット工作 青木 正彦 2003 9784501323103 ¥7,161  ¥10,741  1011601031 

たのしくできるやさしい電子ロボット工作 西田 和明 1995 9784501317706 ¥3,835  ¥5,754  1011601017 

■インバータ 

たのしくできる単相インバータの
製作と実験 

同時1アクセス(本体) ¥5,115 

同時3アクセス(本体) ¥7,672 

冊子版ISBN 9784501109103  

著編者名 鈴木 美朗志 発行年 2000 商品コード 1011601022 

単相インバータの仕組みと単相インバータによる機械の制御について、基礎から学びたい人のための入門書。アナ
ログ単相インバータを対象とし、実際に製作することができる回路も掲載する。 

■パーソナルコンピュータ 

たのしくできるRaspberry Piと 
ブレッドボードで電子工作 

同時1アクセス(本体) ¥5,626 

同時3アクセス(本体) ¥8,440 

冊子版ISBN 9784501331900  

著編者名 加藤 芳夫 発行年 2016 商品コード 1024760828 

高性能で扱いやすいRaspberry Pi、ハンダを使わずに電子回路が作れるブレッドボードを使って簡単電子工作。デ
ジタル時計、GPS時計、気圧計、ビンゴゲーム番号発生機などの製作方法を解説する。 

たのしくできる 
26冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥148,064 ¥222,105 

2018年 
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ジャンル 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電子回路 

たのしくできるセンサ回路と制御実験 鈴木 美朗志 1999 9784501319700 ¥6,138  ¥9,207  1011601019 

たのしくできるやさしいディジタル回路の実験 白土 義男 1994 9784501317003 ¥5,626  ¥8,440  1011601016 

たのしくできるやさしいアナログ回路の実験 白土 義男 1994 9784501316303 ¥5,881  ¥8,823  1011601015 

電子計算機 

たのしくできる並列処理コンピュータ 小畑 正貴 2001 9784501533809 ¥6,138  ¥9,207  1011601027 

たのしくできるPIC電子工作 後閑 哲也 1999 9784501320508 ¥6,904  ¥10,357  1011601020 

電子工学 

たのしくできるやさしいエレクトロニクス工作 西田 和明 2000 9784501320706 ¥4,858  ¥7,288  1011601021 

たのしくできるやさしいメカトロ工作 小峯 龍男 1996 9784501413408 ¥4,603  ¥6,905  1011601018 

たのしくできる光と音のブレッドボード電子工作 西田 和明 2017 9784501332303 ¥4,603  ¥6,905  1027769140 

たのしくできるかんたんブレッドボード電子工作 加藤 芳夫 2015 9784501331306 ¥4,603  ¥6,905  1022470259 

たのしくできるブレッドボード電子工作 西田 和明 2011 9784501328306 ¥5,626  ¥8,440  1011601168 

■科学玩具 

たのしくできるPICメカキット工作 
同時1アクセス(本体) ¥5,626 

同時3アクセス(本体) ¥8,440 

冊子版ISBN 9784501540005  

著編者名 鈴木 美朗志 発行年 2005 商品コード 1011600619 

ＰＩＣ（ワンチップマイコン）を搭載したロボットを手軽に製作、制御したいという人のために、市販の工作キットの改造
方法を伝授。Ｃ言語・アセンブリ言語のフローチャートと全プログラムを記載。 

■自動制御 

たのしくできるPCメカトロ制御 
実験 

同時1アクセス(本体) ¥6,649 

同時3アクセス(本体) ¥9,974 

冊子版ISBN 9784501109806  

著編者名 鈴木 美朗志 発行年 2001 商品コード 1011600449 

ＰＣ（プログラマブルコントローラ）によるメカトロ制御実験のハードウエアとソフトウエアについて、基礎から学ぼうとす
る人に役立つ実験書。プログラムのみならず周辺装置の動作原理も解説する。 

■電源装置 

たのしくできるやさしい電源の 
作り方 

同時1アクセス(本体) ¥5,626 

同時3アクセス(本体) ¥8,440 

冊子版ISBN 9784501105402  

著編者名 西田 和明 発行年 1993 商品コード 1011601014 

身近なエレクトロニクス機器用電源のいろいろを、平易な説明で製作しながら紹介します。 

たのしくできる シリーズ 

2018年 
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理工学講座 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

数値電界計算の基礎と応用 宅間 董 2006 9784501113100 ¥9,973  ¥14,961  1011596818 

電力系統工学 柳父 悟 2006 9784501113001 ¥8,950  ¥13,426  1011596798 

量子物理学入門 
 ―物質工学を学ぶ人のために― 改訂(第2版4刷) 

青野 朋義 2001 9784501614003 ¥8,439  ¥12,658  1011596817 

電波の基礎と応用 三輪 進 2000 9784501321208 ¥5,881  ¥8,823  1011596809 

電気通信概論 
 ―通信システム・ネットワーク・マルチメディア通信― 第3版 

荒谷 孝夫 2000 9784501320409 ¥6,904  ¥10,357  1011596808 

基礎電気・電子工学  第2版 宮入 庄太 2000 9784501108908 ¥9,207  ¥13,810  1011596797 

機械製作法要論 臼井 英治 1999 9784501414702 ¥7,927  ¥11,892  1011596812 

アンテナおよび電波伝搬 三輪 進 1999 9784501320300 ¥5,881  ¥8,823  1011596807 

光ファイバ通信概論 榛葉 実 1999 9784501320102 ¥4,858  ¥7,288  1011596806 

電気電子材料 ―導電性制御とエネルギー変換の実際― 松葉 博則 1998 9784501108007 ¥6,904  ¥10,357  1011596795 

通信ネットワーク 荒谷 孝夫 1997 9784501319106 ¥6,393  ¥9,589  1011596805 

加工の力学入門 ―塑性変形・破壊・機械加工― 臼井 英治 1996 9784501413200 ¥7,672  ¥11,509  1011596811 

材料力学 ―機械技術者のために― 山本 善之 1996 9784501413002 ¥6,393  ¥9,589  1011596810 

生体システム工学入門 橋本 成広 1996 9784501318505 ¥4,858  ¥7,288  1011596804 

電子計測 ―基礎から計測システムまで― 小滝 国雄 1996 9784501318307 ¥5,370  ¥8,055  1011596803 

理工学講座 
35冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥265,527 ¥398,313 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

理工学講座 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電子物性工学 ―基礎からデバイスへ― 今村 舜仁 1996 9784501318000 ¥7,927  ¥11,892  1011596802 

パワーエレクトロニクスの基礎 
 ―新しいパワーデバイスとその応用― 

岸 敬二 1996 9784501107109 ¥8,695  ¥13,043  1011596794 

現代制御理論の基礎 ―制御工学 ; 下― 大庭 勝実 1996 9784501106607 ¥4,603  ¥6,905  1011596793 

フィードバック制御の基礎 ―制御工学 ; 上― 改訂版 小川 鉱一 1995 9784501106508 ¥7,161  ¥10,741  1011596792 

無線機器システム 萩野 芳造 1994 9784501316808 ¥9,973  ¥14,961  1011596801 

気体放電の基礎  新訂版2刷 武田 進 1993 9784501313708 ¥6,393  ¥9,589  1011596819 

統計力学演習 桂 重俊 1993 9784501613303 ¥8,950  ¥13,426  1011596816 

量子力学演習 桂 重俊 1993 9784501613204 ¥8,695  ¥13,043  1011596815 

電子回路通論 下 中村 欽雄 1993 9784501315603 ¥9,807  ¥14,711  1011596800 

物理学 改訂，第2版 青野 朋義 1992 9784501612603 ¥9,718  ¥14,578  1011596814 

高周波電磁気学 三輪 進 1992 9784501105303 ¥6,904  ¥10,357  1011596791 

交流回路  改訂 宇野 辛一 1991 9784501105006 ¥8,950  ¥13,426  1011596790 

量子力学概論 ―原子スペクトルと分子スペクトル― 篠原 正三 1990 9784501612306 ¥5,115  ¥7,672  1011596813 

電子回路通論 上 中村 欽雄 1989 9784501313203 ¥8,950  ¥13,426  1011596820 

半導体工学 ―基礎からデバイスまで― 樋口 政明 1987 9784501323608 ¥9,973  ¥14,961  1011596799 

照明工学講義 新訂版，第5版 関 重広 1987 9784501102302 ¥6,138  ¥9,207  1011596789 

エレクトロニクスのための過渡現象 ―理論と演習― 新訂版 窪田 忠弘 1983 9784501003500 ¥6,904  ¥10,357  1011596786 

電磁気学 東京電機大学 1978 9784501004200 ¥7,672  ¥11,509  1011596787 

電気機器要論 磯部 直吉 1977 9784501009205 ¥8,950  ¥13,426  1011596788 

過渡現象の基礎 宇野 辛一 1969 9784501003203 ¥8,439  ¥12,658  1011596785 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

計算法 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

油圧・空気圧の計算法 高橋 徹 2000 9784501415006 ¥6,138  ¥9,207  1011600664 

熱・流体・空調の計算法 越後 雅夫 1997 9784501414009 ¥5,881  ¥8,823  1011600663 

機械の力学計算法 橋本 広明 1997 9784501413804 ¥3,580  ¥5,371  1011600662 

流体の力学計算法 森田 泰司 1996 9784501413309 ¥4,603  ¥6,905  1011600661 

熱力学の計算法  第2版 松村 篤躬 1995 9784501412807 ¥4,347  ¥6,520  1011600660 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

基礎化学の計算法 （1） 浦田 哲男 1996 9784501614508 ¥4,858  ¥7,288  1011600657 

物理化学の計算法 （2） 鈴木 長寿 1997 9784501615406 ¥5,881  ¥8,823  1011600658 

化学工学の計算法 （4） 市原 正夫 1999 9784501616908 ¥6,649  ¥9,974  1011600659 

計算法 シリーズ 
8冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥41,937 ¥62,911 

■化学計算法シリーズ 

■機械計算法シリーズ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

基礎テキスト シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

回路理論 間邊 幸三郎 1999 9784501108403 ¥7,416  ¥11,124  1011600897 

電気応用と情報技術 前田 隆文 1999 9784501108502 ¥5,881  ¥8,823  1011600896 

電気理論 間邊 幸三郎 1998 9784501108205 ¥6,393  ¥9,589  1011600895 

発送配電・材料 前田 隆文 1997 9784501107406 ¥7,672  ¥11,509  1011600893 

電気・電子計測 三好 正二 1995 9784501106706 ¥6,904  ¥10,357  1011600892 

電気計算法シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

増幅回路と負帰還増幅 伊東 規之 2006 9784501325206 ¥6,649  ¥9,974  1011596746 

回路理論の計算法  第2版 浅川 毅 2005 9784501112608 ¥4,603  ¥6,905  1011596743 

ディジタル回路の計算法 武田 鎮一 2004 9784501323905 ¥4,603  ¥6,905  1011596745 

電気のための基礎数学 熊谷 文宏 2003 9784501111304 ¥5,626  ¥8,440  1011596744 

電気理論の計算法 粉川 昌巳 2003 9784501110505 ¥4,347  ¥6,520  1011596742 

基礎テキスト 
5冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥34,266 ¥51,402 

電気計算法シリーズ 
5冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥25,828 ¥38,744 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

電気工学基礎シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電気計測  第3版 三好 正二 1989 9784501103507 ¥7,672  ¥11,509  1011600912 

電磁理論  第3版 東京電機大学 1987 9784501102104 ¥7,161  ¥10,741  1011600911 

交流理論  第3版 東京電機大学 1987 9784501102005 ¥6,393  ¥9,589  1011600910 

直流機・パワーエレクトロニクス・材料  高橋 正躬 1984 9784501100605 ¥7,161  ¥10,741  1011600909 

変圧器・誘導機・同期機  飯田 源一 1984 9784501100407 ¥8,184  ¥12,276  1011600908 

火力・原子力発電  益山 正人 1984 9784501100308 ¥7,672  ¥11,509  1011600907 

水力発電・変電  道上 勉 1984 9784501100209 ¥5,115  ¥7,672  1011600906 

電気工学基礎シリーズ 
7冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥49,358 ¥76,037 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

電気設備講座シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電気設備一般 （第1巻） 小林 勲 1975 9784501014506 ¥9,207  ¥13,810  1011600899 

屋内電力設備 上 配線設計・資材工具・施工 （第2巻） 三浦 善三郎 1973 9784501014704 ¥8,695  ¥13,043  1011600900 

屋内電力設備 下 照明・動力・受変電設備 （第2巻） 三浦 善三郎 1973 9784501014803 ¥9,718  ¥14,578  1011600901 

屋外電力設備 （第4巻） 矢部 五郎 1973 9784501014902 ¥9,589  ¥14,384  1011600902 

設備関係法規・検査 （第6巻） 竹野 正二 1975 9784501015206 ¥8,184  ¥12,276  1011600903 

電気設備の管理技術 （第7巻） 志村 好信 1976 9784501015305 ¥7,416  ¥11,124  1011600904 

計装設備 （第8巻） 矢部 五郎 1976 9784501015404 ¥5,881  ¥8,823  1011600905 

電気設備講座シリーズ 
7冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥58,690 ¥88,038 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

シリーズ「デジタルプリンタ技術 シリーズ 

バイオメカニズム・ライブラリー シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ケミカルトナー 日本画像学会 2008 9784501623906 ¥7,416  ¥11,124  1011600448 

インクジェット  日本画像学会 2008 9784501623401 ¥7,927  ¥11,892  1011600447 

電子ペーパー  日本画像学会 2008 9784501326401 ¥6,649  ¥9,974  1011600446 

電子写真 ―プロセスとシミュレーション― 日本画像学会 2008 9784501326500 ¥7,672  ¥11,509  1011600445 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

生体のふるえと振動知覚 
 ―メカニカルバイブレーションの機能評価― 

坂本 和義 2009 9784501327002 ¥8,184  ¥12,276  1011601046 

生体機能工学  松丸 隆文 2008 9784501417505 ¥6,904  ¥10,357  1011596769 

人体を測る ―寸法・形状・運動― 持丸 正明 2006 9784501325404 ¥6,393  ¥9,589  1011596762 

表面筋電図  バイオメカニズム学会 2006 9784501325107 ¥6,393  ¥9,589  1011596761 

看護動作のエビデンス  小川 鉱一 2003 9784501415709 ¥6,393  ¥9,589  1011596760 

人と物の動きの計測技術 
 ―ひずみゲージとその応用― 

小川 鉱一 2002 9784501415600 ¥6,393  ¥9,589  1011596759 

生体情報工学  赤澤 堅造 2001 9784501321802 ¥6,393  ¥9,589  1011596763 

シリーズ「デジタルプリンタ技術 
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥29,664 ¥44,499 

バイオメカニズム・ライブラリー 
7冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥47,053 ¥70,578 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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学生のための シリーズ 

学生のためのPython 

Pythonの初学者向け課題学習型テキスト。Pythonはシンプルな言語で可読性に優
れており、コマンドからすぐに動作につながるため、初学者の言語習得に適している。
基礎編でPythonの動作を確認しながら理解を深め、実践編では例題にタートルグラ
フィックを使い、視覚的にプログラミングを習得する。近年、Pythonを使用してAI（人
工知能）や電子工作などの分野にも広がりをみせる。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

学生のためのPython 本郷 健 2017 9784501555702 ¥6,393  ¥9,589  1027769145 

学生のためのExcel VBA 第2版 若山 芳三郎 2016 9784501554507 ¥4,603  ¥6,905  1024760822 

学生のための情報リテラシー ―Office 2016/Windows 10版― 若山 芳三郎 2016 9784501554408 ¥5,626  ¥8,440  1024760820 

学生のための情報リテラシー ―Office 2013/Windows 8.1版― 若山 芳三郎 2014 9784501553005 ¥5,626  ¥8,440  1018512849 

学生のための画像処理プログラミング演習 
 ―Visual C++.NET版― 

村上 伸一 2012 9784501328603 ¥5,115  ¥7,672  1013955281 

学生のための基礎Java 照井 博志 2011 9784501549602 ¥4,092  ¥6,138  1011601174 

学生のためのPHP言語 ―基礎からウェブシステムまで― 山本 昌弘 2011 9784501549503 ¥4,858  ¥7,288  1011601160 

学生のための情報リテラシー ―Office 2010/Windows 7版― 若山 芳三郎 2011 9784501549404 ¥5,626  ¥8,440  1011601152 

学生のための詳解Visual Basic 山本 昌弘 2009 9784501545208 ¥6,393  ¥9,589  1011601041 

学生のための電気回路 井出 英人 2008 9784501113704 ¥5,115  ¥7,672  1011600417 

学生のための シリーズ 
30冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥149,213 ¥223,831 

2018年 
新規配信 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

学生のための シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

学生のための詳解C 中村 隆一 2007 9784501542603 ¥5,626  ¥8,440  1011600365 

学生のための情報リテラシー ―Office/Vista版― 若山 芳三郎 2007 9784501543204 ¥5,754  ¥8,631  1011600364 

学生のための基礎C 若山 芳三郎 2005 9784501539603 ¥3,835  ¥5,754  1011600699 

学生のためのExcel & Access 若山 芳三郎 2005 9784501538804 ¥5,370  ¥8,055  1011600695 

学生のためのVisual Basic.NET 若山 芳三郎 2004 9784501536701 ¥5,115  ¥7,672  1011600827 

学生のためのPhotoshop & Illustrator ―CS版― コンピュータ応用教育研究会 2004 9784501537906 ¥4,603  ¥6,905  1011600694 

学生のためのExcel VBA 若山 芳三郎 2003 9784501536008 ¥4,092  ¥6,138  1011600705 

学生のためのWord & Excel ―Office XP版― 若山 芳三郎 2003 9784501536206 ¥4,858  ¥7,288  1011600692 

学生のための情報リテラシー ―Office XP版― 若山 芳三郎 2003 9784501536305 ¥5,626  ¥8,440  1011600363 

学生のための入門Java ―JBuilderではじめるプログラミング― 中村 隆一 2002 9784501534707 ¥4,858  ¥7,288  1011600709 

学生のためのIT入門 若山 芳三郎 2001 9784501534004 ¥4,603  ¥6,905  1011600691 

学生のためのインターネット 金子 伸一 2001 9784501532406 ¥3,580  ¥5,371  1011600690 

学生のための情報リテラシー 若山 芳三郎 2001 9784501532208 ¥5,115  ¥7,672  1011600689 

学生のためのVisual Basic 若山 芳三郎 1998 9784501528607 ¥4,858  ¥7,288  1011600826 

Linux活用術 （学生のための情報活用シリーズ） 松田 七美男 1998 9784501529000 ¥4,858  ¥7,288  1011600688 

学生のためのUNIX 山住 直政 1998 9784501528805 ¥4,092  ¥6,138  1011600687 

学生のためのC++ 中村 隆一 1997 9784501527204 ¥5,626  ¥8,440  1011600700 

学生のための一太郎 for Windows 若山 芳三郎 1997 9784501526306 ¥4,347  ¥6,520  1011600686 

学生のためのMS-DOS&Windows 若山 芳三郎 1995 9784501523206 ¥4,603  ¥6,905  1011600685 

学生のためのLotus1-2-3 若山 芳三郎 1994 9784501522209 ¥4,347  ¥6,520  1011600684 
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資格試験関連 

東京電機大学電験研究会 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

電験三種法規 平成30年度版  2017 9784501215903 ¥5,881  ¥8,822  1027769153 

電験三種機械 平成30年度版  2017 9784501215804 ¥7,161  ¥10,741  1027769152 

電験三種電力 平成30年度版  2017 9784501215705 ¥6,393  ¥9,589  1027769151 

電験三種理論 平成30年度版  2017 9784501215606 ¥6,904  ¥10,357  1027769150 

電験三種法規 平成29年度版  2016 9784501215507 ¥5,370  ¥8,055  1024760827 

電験三種機械 平成29年度版  2016 9784501215408 ¥6,649  ¥9,974  1024760826 

電験三種電力 平成29年度版  2016 9784501215309 ¥5,881  ¥8,823  1024760825 

電験三種理論 平成29年度版  2016 9784501215200 ¥6,393  ¥9,589  1024760824 

電験三種法規 平成28年度版  2015 9784501215101 ¥5,370  ¥8,055  1022470264 

電験三種機械 平成28年度版  2015 9784501215002 ¥6,649  ¥9,974  1022470263 

電験三種電力 平成28年度版  2015 9784501214906 ¥5,881  ¥8,823  1022470262 

電験三種理論 平成28年度版  2015 9784501214807 ¥6,393  ¥9,589  1022470261 

電験三種法規 平成27年度版  2014 9784501214708 ¥5,370  ¥8,055  1018512853 

電験三種機械 平成27年度版  2014 9784501214609 ¥6,649  ¥9,974  1018512852 

電験三種電力 平成27年度版  2014 9784501214500 ¥5,881  ¥8,823  1018512851 

電験三種理論 平成27年度版  2014 9784501214401 ¥6,393  ¥9,589  1018512850 

電験三種法規 平成26年度版  2013 9784501214302 ¥5,370  ¥8,055  1016376761 

電験三種機械 平成26年度版  2013 9784501214203 ¥6,649  ¥9,974  1016376760 

電験三種電力 平成26年度版  2013 9784501214104 ¥5,881  ¥8,823  1016376759 

電験三種理論 平成26年度版  2013 9784501214005 ¥6,393  ¥9,589  1016376758 

電験三種法規 平成25年度版  2013 9784501213909 ¥5,370  ¥8,055  1013955278 

電験三種機械 平成25年度版  2013 9784501213800 ¥6,649  ¥9,974  1013955277 

電験三種電力 平成25年度版  2013 9784501213701 ¥5,881  ¥8,823  1013955276 

電験三種理論 平成25年度版  2012 9784501213602 ¥6,393  ¥9,589  1013955275 

電験三種法規 平成24年度版  2011 9784501213503 ¥5,370  ¥8,055  1011601191 

電験三種理論 平成24年度版  2011 9784501213206 ¥6,393  ¥9,589  1011601190 

電験三種機械 平成24年度版  2011 9784501213404 ¥6,649  ¥9,974  1011601189 

電験三種電力 平成24年度版  2011 9784501213305 ¥5,881  ¥8,823  1011601188 

電験三種法規 平成23年度版  2010 9784501213107 ¥5,370  ¥8,055  1011601148 

電験三種機械 平成23年度版  2010 9784501213008 ¥6,649  ¥9,974  1011601147 

電験三種電力 平成23年度版  2010 9784501212902 ¥5,626  ¥8,440  1011601146 

電験三種理論 平成23年度版  2010 9784501212803 ¥6,393  ¥9,589  1011601145 

電験三種法規 平成22年度版  2009 9784501212308 ¥5,370  ¥8,055  1011601106 

電験三種機械 平成22年度版  2009 9784501212209 ¥6,649  ¥9,974  1011601105 

電験三種電力 平成22年度版  2009 9784501212100 ¥5,626  ¥8,440  1011601104 

電験三種理論 平成22年度版  2009 9784501212001 ¥6,393  ¥9,589  1011601103 

電験三種法規 平成21年度版  2008 9784501211905 ¥5,370  ¥8,055  1011600640 

電験三種機械 平成21年度版  2008 9784501211806 ¥6,649  ¥9,974  1011600639 

電験三種電力 平成21年度版  2008 9784501211707 ¥5,626  ¥8,440  1011600638 

電験三種理論 平成21年度版  2008 9784501211608 ¥6,393  ¥9,589  1011600637 

2018年 
2018年 
2018年 
2018年 

合格マスター 
40冊 揃価格  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥244,211 ¥366,329 

■合格マスター シリーズ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

資格試験関連 

東京電機大学 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

厳選問題集300題 ―情報セキュリティマネジメント試験午前 : SG― 2017 9784501556204 ¥7,161  ¥10,741  1027769158 

厳選問題集400題 ―情報処理安全確保支援士試験午前 : SC― 2017 9784501556105 ¥8,184  ¥12,276  1027769157 

厳選問題集400題 ―応用情報技術者試験午前 : AP― 2017 9784501556006 ¥7,416  ¥11,124  1027769156 

厳選問題集400題 ―基本情報技術者試験午前 : FE― 2017 9784501555900 ¥6,649  ¥9,974  1027769155 

厳選問題集300題 ―ITパスポート試験 : IP― 2017 9784501555801 ¥6,649  ¥9,974  1027769154 

厳選問題集560題 平成29年度版 ―応用情報技術者試験午前 : AP― 2016 9784501554903 ¥6,138  ¥9,207  1024760833 

厳選問題集560題 平成29年度版 ―基本情報技術者試験午前 : FE― 2016 9784501554804 ¥6,138  ¥9,207  1024760832 

厳選問題集500題ITパスポート試験 平成29年度版 2016 9784501554705 ¥6,138  ¥9,207  1024760831 

厳選問題集400題情報セキュリティマネジメント試験午前 平成29年度版 2016 9784501555108 ¥6,138  ¥9,207  1024760830 

厳選問題集560題 平成28年度版 ―応用情報技術者試験午前 : AP― 2015 9784501554002 ¥6,649  ¥9,974  1022470271 

厳選問題集560題 平成28年度版 ―基本情報技術者試験午前 : FE― 2015 9784501553906 ¥6,138  ¥9,207  1022470270 

厳選問題集500題ITパスポート試験 平成28年度版 2015 9784501553807 ¥6,138  ¥9,207  1022470269 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前厳選問題集510題 平成28年度版 2015 9784501554101 ¥7,416  ¥11,124  1022470268 

厳選問題集500題 平成27年度版 ―ITパスポート試験 : IP― 2014 9784501553104 ¥6,138  ¥9,207  1018512859 

厳選問題集560題 平成27年度版 ―基本情報技術者試験午前 : FE― 2014 9784501553203 ¥6,138  ¥9,207  1018512858 

厳選問題集560題 平成27年度版 ―応用情報技術者試験午前 : AP― 2014 9784501553302 ¥6,649  ¥9,974  1018512857 

厳選問題集510題 平成27年度版 ―情報セキュリティスペシャリスト試験午前 : SC― 2014 9784501553401 ¥7,656  ¥11,484  1018512856 

2018年 

2018年 

2018年 

2018年 

2018年 

厳選問題集  
17冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥113,533 ¥170,301 

■厳選問題集 シリーズ 

27 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

資格試験関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

航空無線通信士合格精選310題試験問題集 第2集 吉川 忠久 2018 9784501332600 ¥6,649  ¥9,974  1027769159 

第二級陸上特殊無線技士二陸特合格精選240題試験問題集 吉川 忠久 2017 9784501332105 ¥4,603  ¥6,905  1024760836 

第一級陸上特殊無線技士一陸特合格精選470題試験問題集 第3集 吉川 忠久 2016 9784501331504 ¥7,161  ¥10,741  1022470272 

第三級アマチュア無線技士 ―合格精選330題試験問題集― 吉川 忠久 2015 9784501330804 ¥4,603  ¥6,905  1018512863 

合格精選400題第二級陸上無線技術士試験問題集 第3集 ―二陸技― 吉川 忠久 2014 9784501330606 ¥6,904  ¥10,357  1018512848 

第四級アマチュア無線技士合格精選400題試験問題集 吉川 忠久 2014 9784501330408 ¥5,632  ¥8,448  1018512841 

第二級アマチュア無線技士合格精選400題試験問題集 吉川 忠久 2013 9784501329600 ¥7,161  ¥10,741  1016376747 

航空無線通信士合格精選400題試験問題集 QCQ企画 2013 9784501329501 ¥6,138  ¥9,207  1016376743 

システムアーキテクト午前試験問題集 ―合格精選500題― 第2版 東京電機大学 2013 9784501551605 ¥7,672  ¥11,509  1016376741 

ネットワークスペシャリスト午前試験問題集 ―合格精選500題― 第2版 東京電機大学 2013 9784501551506 ¥7,161  ¥10,741  1016376740 

第一級アマチュア無線技士合格精選400題試験問題集 吉川 忠久 2012 9784501328801 ¥7,416  ¥11,124  1013955270 

第一級陸上特殊無線技士一陸特合格精選470題試験問題集 第2集 吉川 忠久 2011 9784501327804 ¥6,393  ¥9,589  1011601149 

システム監査技術者午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501548902 ¥8,184  ¥12,276  1011601133 

プロジェクトマネージャ午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501548803 ¥8,184  ¥12,276  1011601132 

エンベデッドシステムスペシャリスト午前試験問題集 
 ―合格精選500題― 

東京電機大学 2010 9784501548704 ¥8,184  ¥12,276  1011601131 

データベーススペシャリスト午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501548605 ¥7,672  ¥11,509  1011601130 

ITストラテジスト午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501548001 ¥7,672  ¥11,509  1011601121 

システムアーキテクト午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501547905 ¥7,672  ¥11,509  1011601120 

ITサービスマネージャ午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501547806 ¥7,672  ¥11,509  1011601119 

ネットワークスペシャリスト午前試験問題集 ―合格精選500題― 東京電機大学 2010 9784501547707 ¥7,161  ¥10,741  1011601118 

第一級陸上無線技術士試験問題集 第3集 ―合格精選340題― 吉川 忠久 2009 9784501326708 ¥7,161  ¥10,741  1011600641 

第一種電気工事士筆記試験問題集 ―合格精選500題― 第2版 粉川 昌巳 2008 9784501114305 ¥5,881  ¥8,823  1011600626 

第二種電気工事士筆記試験問題集 ―合格精選350題― 第2版 粉川 昌巳 2008 9784501114008 ¥3,324  ¥4,986  1011600625 

2018年 

合格精選  
23冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥156,260 ¥234,396 

■合格精選 シリーズ 

28 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ITパスポート試験精選予想400題+最新200題試験問題集 平成26年度版 2014 9784501552206 ¥6,864  ¥10,296  1016376769 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題+最新110題試験問題集 平成26年度版 2014 9784501552503 ¥7,416  ¥11,124  1016376765 

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成26年度版 2014 9784501552404 ¥7,436  ¥11,154  1016376764 

基本情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成26年度版 2014 9784501552305 ¥7,392  ¥11,088  1016376763 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題+最新110題試験問題集 平成25年度版 2012 9784501551407 ¥7,416  ¥11,124  1013955274 

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成25年度版 2012 9784501551308 ¥7,722  ¥11,583  1013955273 

基本情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成25年度版 2012 9784501551209 ¥7,128  ¥10,692  1013955272 

ITパスポート試験精選予想600題+最新200題試験問題集 平成25年度版 2012 9784501551100 ¥8,712  ¥13,068  1013955271 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題+最新110題試験問題集 平成24年度版 2011 9784501550103 ¥7,416  ¥11,124  1011601187 

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成24年度版 2011 9784501550004 ¥6,649  ¥9,974  1011601186 

基本情報技術者試験午前精選予想420題+最新160題試験問題集 平成24年度版 2011 9784501549909 ¥6,138  ¥9,207  1011601185 

ITパスポート試験精選予想424題+最新200題試験問題集 平成24年度版 2011 9784501549800 ¥6,138  ¥9,207  1011601184 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題+最新110題試験問題集 平成23年度版 2010 9784501549305 ¥7,416  ¥11,124  1011601144 

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成23年度版 2010 9784501549206 ¥6,649  ¥9,974  1011601143 

基本情報技術者試験午前精選予想400題+最新160題試験問題集 平成23年度版 2010 9784501549107 ¥6,138  ¥9,207  1011601142 

ITパスポート試験精選予想424題+最新200題試験問題集 平成23年度版 2010 9784501549008 ¥6,138  ¥9,207  1011601141 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題+最新110題試験問題集 平成22年度版 2009 9784501547509 ¥7,416  ¥11,124  1011601102 

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題試験問題集 平成22年度版 2009 9784501547400 ¥6,649  ¥9,974  1011601101 

基本情報技術者試験午前精選予想400題+最新160題試験問題集 平成22年度版 2009 9784501547301 ¥6,393  ¥9,589  1011601100 

ITパスポート試験午前精選予想400題+最新200題試験問題集 平成22年度版 2009 9784501547202 ¥6,393  ¥9,589  1011601099 

システム監査技術者試験午前 平成22年度版 ―精選予想500+最新55題試験問題集― 2009 9784501546908 ¥8,439  ¥12,658  1011601059 

プロジェクトマネージャ試験午前 平成22年度版 ―精選予想500+最新55題試験問題集― 2009 9784501546809 ¥8,184  ¥12,276  1011601058 

エンベデッドシステムスペシャリスト試験午前 平成22年度版 
 ―精選予想500+最新55題試験問題集― 

2009 9784501546700 ¥8,184  ¥12,276  1011601057 

データベーススペシャリスト試験午前 平成22年度版 ―精選予想500題+最新55題試験問題集― 2009 9784501546601 ¥7,416  ¥11,124  1011601056 

ITストラテジスト試験午前精選予想500題試験問題集 平成21年度版 ―新試験制度完全準拠― 2009 9784501545802 ¥8,184  ¥12,276  1011601045 

システムアーキテクト試験午前精選予想500題試験問題集 平成21年度版 ―新試験制度完全準拠― 2009 9784501545703 ¥7,672  ¥11,509  1011601044 

ITサービスマネージャ試験午前精選予想500題試験問題集 平成21年度版 ―新試験制度完全準拠― 2009 9784501545604 ¥7,672  ¥11,509  1011601043 

ネットワークスペシャリスト試験午前精選予想500題試験問題集 平成21年度版  
―新試験制度完全準拠― 

2009 9784501545505 ¥7,161  ¥10,741  1011601042 

プロジェクトマネージャ試験午前 平成21年度版 ―精選予想500題試験問題集― 2008 9784501545000 ¥9,207  ¥13,810  1011600635 

データベーススペシャリスト試験精選予想500題試験問題集 平成21年度版 午前 
 ―新試験制度完全準拠― 

2008 9784501544805 ¥8,439  ¥12,658  1011600633 

ITパスポート試験午前精選予想400題試験問題集 平成21年度版 2008 9784501544409 ¥6,138  ¥9,207  1011600632 

システム監査技術者試験午前 平成21年度版 ―精選予想500題試験問題集― 2008 9784501545109 ¥9,207  ¥13,810  1011600631 

エンベデッドシステムスペシャリスト試験午前 平成21年度版 ―精選予想500題試験問題集― 2008 9784501544904 ¥8,950  ¥13,426  1011600630 

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想500題試験問題集 平成21年度版 2008 9784501544706 ¥7,416  ¥11,124  1011600629 

応用情報技術者試験精選予想600題試験問題集 平成21年度版 ―午前― 2008 9784501544607 ¥6,649  ¥9,974  1011600628 

基本情報技術者試験午前精選予想400題試験問題集 平成21年度版 2008 9784501544508 ¥6,393  ¥9,589  1011600627 

2018年12月 

資格試験関連 

東京電機大学 著 

精選予想  
36冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥264,930 ¥397,396 

■精選予想 シリーズ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

資格試験関連 

東京電機大学 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

平成28年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法― 2016 9784501117306 ¥2,557  ¥3,836  1022470273 

平成27年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法―第16版 2015 9784501116903 ¥10,230  ¥15,345  1018512861 

平成26年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法― 第15版 2014 9784501116606 ¥10,230  ¥15,345  1016376767 

平成25年版 第14版―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法―第14版 2013 9784501116101 ¥10,230  ¥15,345  1013955279 

平成24/25年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法― 第13版 2012 9784501115906 ¥10,230  ¥15,345  1011601213 

平成22/23年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法― 第12版 2010 9784501115005 ¥10,230  ¥15,345  1011601114 

平成21年版 ―電気事業法・電気工事士法・電気工事業法― 第11版 2009 9784501114602 ¥11,935  ¥17,902  1011600643 

電気設備技術基準・解釈  
7冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥65,642 ¥98,463 

電験三種考え方解き方研究会 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電験三種法規考え方解き方  2010 9784501212704 ¥5,626  ¥8,440  1011601139 

電験三種機械考え方解き方  2010 9784501212605 ¥7,161  ¥10,741  1011601138 

電験三種電力考え方解き方  2010 9784501212506 ¥6,649  ¥9,974  1011601137 

電験三種理論考え方解き方 2010 9784501212407 ¥7,161  ¥10,741  1011601136 

合格への近道 
 4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥26,597 ¥39,896 

■電気設備技術基準・解釈 シリーズ 

■合格への近道 シリーズ 
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資格試験関連 

吉川 忠久 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

第1級ハム集中ゼミ  2016 9784501332006 ¥7,416  ¥11,124  1024760834 

第2級ハム集中ゼミ  2015 9784501331405 ¥7,161  ¥10,741  1022470267 

第3級ハム集中ゼミ  2013 9784501330002 ¥4,858  ¥7,288  1016376757 

第4級ハム集中ゼミ  2012 9784501328504 ¥4,092  ¥6,138  1011601192 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

第一級陸上特殊無線技士国家試験計算問題突破塾 吉村 和昭 2015 9784501331207 ¥6,138  ¥9,207  1022470258 

第一級アマチュア無線技士国家試験計算問題突破塾 吉村 和昭 2014 9784501330507 ¥6,649  ¥9,974  1018512842 

第二級アマチュア無線技士国家試験計算問題突破塾 QCQ企画 2013 9784501329907 ¥5,115  ¥7,672  1016376753 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

無線工学の基礎  第2版（1） 安達 宏司 2007 9784501325800 ¥7,161  ¥10,741  1011600621 

無線工学 A  第2版（2） 横山 重明 2007 9784501325909 ¥7,416  ¥11,124  1011600622 

無線工学 B  第2版（ 3） 横山 重明 2008 9784501326302 ¥6,649  ¥9,974  1011600623 

電波法規  第2版（4） 吉川 忠久 2007 9784501326005 ¥5,626  ¥8,440  1011600624 

アマチュア無線技士国家試験  
4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥23,527 ¥35,291 

コレなら解ける!無線工学の計算問題  
3冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥17,902 ¥26,853 

1・2陸技受験教室 4冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥26,852 ¥40,279 

■アマチュア無線技士国家試験 シリーズ 

■コレなら解ける!無線工学の計算問題 シリーズ 

■1・2陸技受験教室 シリーズ 
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資格試験関連 

分類 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

無線従事者 

第一級陸上特殊無線技士試験一陸特集中ゼミ 第3版 吉川 忠久 2018 9784501332808 ¥7,927  ¥11,891  1027769163 

航空無線通信士英語試験問題集傾向と対策 山村 嘉雄 2018 9784501332709 ¥5,370  ¥8,055  1027769160 

無線従事者試験のための数学基礎 第2版 加藤 昌弘 2017 9784501332501 ¥5,626  ¥8,439  1027769143 

無線従事者試験のための数学基礎 加藤 昌弘 2016 9784501331702 ¥5,626  ¥8,440  1022470277 

第一級陸上特殊無線技士試験一陸特集中ゼミ  第2版 吉川 忠久 2009 9784501327408 ¥7,672  ¥11,509  1011601107 

電気 -- 法令 

電気法規と電気施設管理 平成30年度版 竹野 正二 2018 9784501117801 ¥7,161  ¥10,741  1027769161 

電気法規と電気施設管理 平成29年度版 竹野 正二 2017 9784501117603 ¥6,904  ¥10,357  1024760835 

電気法規と電気施設管理 平成28年度版 竹野 正二 2016 9784501117405 ¥6,904  ¥10,357  1022470274 

電気法規と電気施設管理 平成27年度版 竹野 正二 2015 9784501117009 ¥6,904  ¥10,357  1018512862 

電気法規と電気施設管理 平成26年度版 竹野 正二 2014 9784501116705 ¥6,904  ¥10,357  1016376770 

電気法規と電気施設管理 平成25年度版 竹野 正二 2013 9784501116002 ¥7,416  ¥11,124  1013955280 

電気法規と電気施設管理 平成24年度版 竹野 正二 2012 9784501115807 ¥7,416  ¥11,124  1011601194 

電気法規と電気施設管理 平成23年度版 竹野 正二 2011 9784501115302 ¥7,416  ¥11,124  1011601151 

電気法規と電気施設管理 平成22年度版 竹野 正二 2010 9784501115104 ¥7,416  ¥11,124  1011601112 

電気法規と電気施設管理 平成21年度版 竹野 正二 2009 9784501114701 ¥7,416  ¥11,124  1011600642 

電気工事士 

早わかり第一種電気工事士受験テキスト ―筆記試験対策― 清水 國稔 2010 9784501114909 ¥7,161  ¥10,741  1011601111 

早わかり第二種電気工事士受験テキスト ―カラー鑑別写真付― 第5版 渡辺 敏章 2008 9784501114206 ¥6,393  ¥9,589  1011600636 

情報処理技術者 

基本情報技術者試験精選ゼミ ―情報処理技術者試験― 末石 吾朗 2012 9784501550707 ¥6,138  ¥9,207  1013955269 

システム監査技術者試験午後解法の手引き 
 ―平成21年春期試験問題・解答・解説収録― 

加藤 隆 2009 9784501546502 ¥7,927  ¥11,892  1011601095 

応用情報技術者試験午後解法の手引き 
 ―平成21年春期試験問題・解答・解説収録― 

テクノウォーカー 2009 9784501546106 ¥6,904  ¥10,357  1011601052 

基本情報技術者試験午後解法の手引き 
 ―平成21年春期試験問題・解答・解説収録― 

テクノウォーカー 2009 9784501546007 ¥6,138  ¥9,207  1011601051 

情報科学 予想問題集510題情報処理安全確保支援士試験午前 東京電機大学 2016 9784501555009 ¥7,416  ¥11,124  1024760829 

機械 技術士第一次・第二次試験「機械部門」要点解説 ―一冊でマスター!― 飯島 拓也 2012 9784501419400 ¥7,672  ¥11,509  1011601212 

2018年 

2018年 

2018年 

2018年 

■その他タイトル 
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初めて学ぶ シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

初めて学ぶシーケンス制御 吉本 久泰 2015 9784501116804 ¥7,416  ¥11,124  1018512860 

初めて学ぶ基礎電子工学  第2版 小川 鉱一 2010 9784501327705 ¥7,672  ¥11,509  1011601129 

初めて学ぶ基礎エンジン工学 長山 勲 2008 9784501417703 ¥7,927  ¥11,892  1011601003 

初めて学ぶ現代制御の基礎 江口 弘文 2007 9784501416300 ¥5,881  ¥8,823  1011600442 

初めて学ぶPID制御の基礎 江口 弘文 2006 9784501416003 ¥6,138  ¥9,207  1011600439 

初めて学ぶ基礎機械システム 小川 鉱一 2001 9784501415402 ¥5,115  ¥7,672  1011600438 

初めて学ぶ基礎制御工学  第２版 森 政弘 2001 9784501109608 ¥8,695  ¥13,043  1011600436 

初めて学ぶ基礎ロボット工学 小川 鉱一 1998 9784501414108 ¥7,161  ¥10,741  1011600434 

初めて学ぶ基礎電子工学 小川 鉱一 1995 9784501317508 ¥7,927  ¥11,892  1011600419 

初めて学ぶ接続・接合技術 ―ろう付・はんだ付― 田中 政直 1994 9784501106409 ¥8,184  ¥12,276  1011600985 

初めて学ぶ シリーズ 
 10冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥72,116 ¥108,179 
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電磁気学  1982 9784501004903 ¥4,858  ¥7,288  1011600879 

直流回路・交流回路 ―電気回路―（1） 1984 9784501100100 ¥6,138  ¥9,207  1011600881 

四端子回路・波形応答・過渡現象 ―電気回路―（2） 1983 9784501002602 ¥6,649  ¥9,974  1011600880 

新テキスト シリーズ 
3冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥17,645 ¥26,469 

専門教育研究会 著 

新テキスト シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

粉粒体装置 伊藤 光弘 2011 9784501627102 ¥9,462  ¥14,193  1011601178 

半導体真空技術 宇津木 勝 2011 9784501418908 ¥6,393  ¥9,589  1011601173 

水処理技術 和田 洋六 2011 9784501627003 ¥6,904  ¥10,357  1011601171 

用水・排水の産業別処理技術 和田 洋六 2011 9784501626907 ¥8,184  ¥12,276  1011601170 

ジャイロセンサ技術 多摩川精機株式会社 2011 9784501115500 ¥6,649  ¥9,974  1011601162 

ポイント解説 シリーズ 
 5冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥37,592 ¥56,389 

ポイント解説 シリーズ 
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よくわかる シリーズ 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

しっかり学ぶフーリエ解析 2010 9784501625603 ¥6,393  ¥9,589  1011601128 

しっかり学ぶ微分積分 2008 9784501623609 ¥7,672  ¥11,509  1011600397 

しっかり学ぶ線形代数 2007 9784501622206 ¥7,161  ¥10,741  1011600393 

田澤 義彦 著 

しっかり学ぶ シリーズ 
 3冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥21,226 ¥31,839 

しっかり学ぶ シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

よくわかる機械数学 江口 弘文 2013 9784501419509 ¥5,626  ¥8,440  1013955262 

よくわかる情報通信ネットワーク 山内 雪路 2010 9784501548407 ¥4,858  ¥7,288  1011601127 

よくわかるメカトロニクス 見崎 正行 2009 9784501417901 ¥6,649  ¥9,974  1011601040 

よくわかるワイヤレス通信 田中 博 2009 9784501326906 ¥5,881  ¥8,823  1011600981 

よくわかる電気数学 照井 博志 2008 9784501114404 ¥4,347  ¥6,520  1011600405 

よくわかる電子基礎 ―電気と電子の基礎知識― 伊藤 恭史 1994 9784501316907 ¥8,055  ¥12,083  1011600921 

よくわかる シリーズ 
6冊 揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

￥35,416 ¥53,128 
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自動車工学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

先端自動車工学 清水 康夫 2016 9784501419806 ¥7,416  ¥11,124  1022470275 

自動車の限界コーナリングと制御 野崎 博路 2015 9784501419707 ¥5,626  ¥8,440  1022470254 

自動車の運動と制御 ―車両運動力学の理論形成と応用― 第2版 安部 正人 2012 9784501419202 ¥8,695  ¥13,043  1011601193 

自動車工学  第2版 
自動車工学編集
委員会 

2011 9784501419103 ¥6,649  ¥9,974  1011601182 

カーエアコン ―熱マネジメント・エコ技術― カーエアコン研究会 2009 9784501418403 ¥8,184  ¥12,276  1011601055 

電気自動車の制御システム ―電池・モータ・エコ技術― 出口 欣高 2009 9784501418304 ¥7,672  ¥11,509  1011601047 

自動車エンジン工学  第2版 村山 正 2009 9784501418205 ¥6,904  ¥10,357  1011601038 

自動車材料入門 高 行男 2009 9784501417802 ¥5,881  ¥8,823  1011600444 

サスチューニングの理論と実際 野崎 博路 2008 9784501417307 ¥7,161  ¥10,741  1011601001 

基礎自動車工学 野崎 博路 2008 9784501417208 ¥6,904  ¥10,357  1011601000 

自動車用タイヤの基礎と実際 ブリヂストン 2008 9784501417109 ¥10,996  ¥16,495  1011600999 

自動車の運動と制御 ―車両運動力学の理論形成と応用― 安部 正人 2008 9784501417000 ¥8,439  ¥12,658  1011600998 

自動車の走行性能と試験法 茄子川 捷久 2008 9784501416706 ¥7,927  ¥11,892  1011600997 

自動車工学 
自動車工学編集
委員会 

2008 9784501416508 ¥6,393  ¥9,589  1011600996 

エレクトリックエンジン・カー ―新しい自動車時代のはじまり― 藤中 正治 2003 9784501111502 ¥5,881  ¥8,823  1011600399 

自動車整備の基礎 3 シャシ編 入戸野 健一 1991 9784501411800 ¥7,672  ¥11,509  1011600995 

自動車整備の基礎 2 エンジン編 入戸野 健一 1990 9784501411701 ¥7,161  ¥10,741  1011600994 

自動車整備の基礎 1 基礎編 入戸野 健一 1990 9784501411602 ¥5,115  ¥7,672  1011600993 
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制御 関連 

センサー 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

イメージセンサの技術と実用化戦略 ―ソニー技術者たちの挑戦― 越智 成之 2013 9784501329204 ¥6,138  ¥9,207  1013955260 

ワイヤレスセンサシステム = Wireless sensor systems 佐藤 光 2012 9784501329006 ¥7,672  ¥11,509  1013955256 

はじめてのセンサ技術 増田 良介 2011 9784501115401 ¥4,858  ¥7,288  1011601161 

リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎  第2版 大内 和夫 2009 9784501327101 ¥12,019  ¥18,030  1011601050 

センサネットワーク技術 ―ユビキタス情報環境の構築に向けて― 安藤 繁 2005 9784501324704 ¥8,184  ¥12,276  1011600428 

リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎 大内 和夫 2004 9784501323301 ¥10,996  ¥16,495  1011596767 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

制御工学の基礎 足立 修一 2016 9784501117504 ¥6,904  ¥10,357  1024760812 

誘導モータのベクトル制御技術 新中 新二 2015 9784501117108 ¥12,276  ¥18,414  1022470253 

Excel VBAによる制御工学 江口 弘文 2014 9784501419608 ¥6,138  ¥9,207  1016376762 

永久磁石同期モータの制御 ―センサレスベクトル制御技術― 新中 新二 2013 9784501116408 ¥10,741  ¥16,112  1016376750 

ナノスケールサーボ制御 ―高速・高精度に位置を決める技術― 山口 高司 2007 9784501113506 ¥10,996  ¥16,495  1011600441 

図解シーケンス制御の考え方・読み方 ―初歩から実際まで― 第４版 大浜 庄司 2002 9784501110307 ¥7,416  ¥11,124  1011600420 

モデリングとフィードバック制御 ―動的システムの解析― 古田 勝久 2001 9784501321901 ¥7,161  ¥10,741  1011600990 

12週間でマスターPCシーケンス制御 吉本 久泰 2000 9784501108700 ¥7,416  ¥11,124  1011600424 

油圧制御システム 小波 倭文朗 1999 9784501414900 ¥9,718  ¥14,578  1011600435 

PCシーケンス制御 ―入門から活用へ― 吉本 久泰 1996 9784501106904 ¥5,881  ¥8,823  1011600924 
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材料 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

材料力学考え方解き方  第4版（わかりやすい機械教室） 萩原 國雄 2010 9784501418502 ¥7,672  ¥11,509  1011601113 

工業材料入門 冨士 明良 2009 9784501418007 ¥8,695  ¥13,043  1011601033 

材料技術史概論  第3版 小山田 了三 2001 9784501618605 ¥5,881  ¥8,823  1011600991 

図解機械材料  第３版 打越 二弥 2001 9784501415303 ¥7,672  ¥11,509  1011600437 

未来材料入門 ―材料基礎から未来コンピュータの素子まで― 小山田 了三 1995 9784501614201 ¥6,904  ¥10,357  1011600867 

電気材料 ―新材料利用の方向づけ― 改訂新版 田中 政直 1989 9784501103705 ¥8,695  ¥13,043  1011600885 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

「リアル」を掴む! 
 ―力を感じ、感触を伝えるハプティクスが人を幸せにする― 

大西 公平 2017 9784501420000 ¥4,092  ¥6,138  1024760837 

XBeeによるArduino無線ロボット工作 鈴木 美朗志 2016 9784501331603 ¥6,393  ¥9,589  1022470276 

人とロボットの「間」をデザインする 山田 誠二 2007 9784501543808 ¥10,230  ¥15,345  1011600381 

ヒューマノイド工学 ―生物進化から学ぶ2関節筋ロボット機構― 熊本 水頼 2006 9784501416102 ¥8,184  ¥12,276  1011600440 

ロボット 関連 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

ロボトレーサの作り方  2002 9784501415501 ¥5,626  ¥8,440  1011601030 

相撲ロボットの作り方  2001 9784501415204 ¥5,626  ¥8,440  1011600450 

高速マイクロマウスの作り方  2000 9784501415105 ¥6,904  ¥10,357  1011601026 

■勝てるロボコン 
浅野 健一 著 

勝てるロボコン シリーズ 
3冊 揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

￥18,156 ¥27,237 
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測量・計量 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

半導体の高次元化技術 
 ―貫通電極による3D/2.5D/2.1D実装― 

傳田 精一 2015 9784501330903 ¥4,603  ¥6,905  1022470252 

シリコン貫通電極TSV 
 ―半導体の高機能化技術― 

伝田 精一 2011 9784501328009 ¥6,904  ¥10,357  1011601164 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

超伝導の基礎  第３版 丹羽 雅昭 2009 9784501624507 ¥14,322  ¥21,483  1011600400 

低温工学概論 
 ―超伝導技術を支えるもの― 

荻原 宏康 1999 9784501617301 ¥11,508  ¥17,262  1011596770 

超電導工学 
 ―現象と工学への応用― 

松葉 博則 1997 9784501107505 ¥10,230  ¥15,345  1011600644 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

高周波計測 
 ―マイクロ波通信からデバイスまで― 

森屋 俶昌 1998 9784501319502 ¥5,626  ¥8,440  1011600972 

ISO規格等に基づく計測の基礎 
 ―SI単位と不確かさ― 

関 和雄 1997 9784501318901 ¥5,370  ¥8,055  1011600986 

入門電気計測 ―詳解付― 大熊 栄作 1979 9784501007409 ¥8,184  ¥12,276  1011600876 

超伝導 関連 

半導体 関連 

軍艦島実測調査資料集 
 ―大正・昭和初期の近代建築群の実証的研究― 
追補版, 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥92,070 

同時3アクセス(本体) ¥138,105 

冊子版ISBN 9784501620707  

著編者名 阿久井 喜孝 発行年 2005 商品コード 1018974680 

東京電機大学建築学科調査研究グループが観察・記録してきた、「軍艦島（端島）」の記録。島に遺された歴史的
建築群や人工的住環境の実態、風化・崩壊の過程における中間報告。０１年刊（オンデマンド出版）に次ぐ追補版。 
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プログラム 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

FORTRANの学び方  改訂版 高宮 英郎 1987 9784501512606 ¥4,092  ¥6,138  1011600706 

あたらしいプログラミング用言語 
 ―PL/Iの学び方 ; 中級編― 

大日方 真 1972 9784501503505 ¥4,603  ¥6,905  1011600713 

これからのプログラム用言語 
 ―PL/Iの学び方 ; 初級編― 

日本ソフトウエア 1971 9784501503406 ¥3,835  ¥5,754  1011600712 

ALGOLの学び方 高宮 英郎 1970 9784501503307 ¥2,915  ¥4,372  1011600696 

■コンピュータ学習シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

C言語によるPICプログラミング入門 浅川 毅 2015 9784501553500 ¥5,626  ¥8,440  1022470255 

マイコンプログラミング実習 ―PIC16トレーナによる― 田中 博 2013 9784501330101 ¥4,858  ¥7,288  1016376756 

1ランク上のPICマイコンプログラミング 
 ―シミュレータとデバッガの活用法― 

高田 直人 2013 9784501329303 ¥7,161  ¥10,741  1013955261 

Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム 杉山 行浩 2012 9784501550301 ¥7,161  ¥10,741  1013955282 

工学のためのVBAプログラミング基礎 村木 正芳 2009 9784501546304 ¥5,626  ¥8,440  1011601098 

Starlogoプログラミング ―情報教育にいかす分散処理シミュレーション― 本郷 健 2009 9784501546403 ¥7,161  ¥10,741  1011601097 

C#で学ぶ偏微分方程式の数値解法 ―CAEプログラミング入門― 平瀬 創也 2009 9784501545901 ¥5,626  ¥8,440  1011601049 

GPSのための実用プログラミング 坂井 丈泰 2007 9784501325503 ¥8,439  ¥12,658  1011600431 

Squeakプログラミング ―簡単に作れるビジュアル教材― 福村 好美 2007 9784501543709 ¥5,881  ¥8,823  1011600366 

C言語によるH8マイコン制御 浅川 毅 2005 9784501539108 ¥6,138  ¥9,207  1011600620 

Javaで学ぶ数値解析 和光システム研究所 2005 9784501539207 ¥7,672  ¥11,509  1011596775 

Z80アセンブラ入門 堀 桂太郎 2004 9784501538507 ¥6,138  ¥9,207  1011600618 

CによるPIC活用ブック 高田 直人 2003 9784501535605 ¥7,672  ¥11,509  1011600615 

H8アセンブラ入門 浅川 毅 2003 9784501536503 ¥6,393  ¥9,589  1011600614 

PICアセンブラ入門 浅川 毅 2001 9784501532307 ¥6,393  ¥9,589  1011601028 

例題でわかるC++Builder ―しっかり作れるビジュアルソフト― 中村 隆一 2001 9784501533205 ¥7,416  ¥11,124  1011600701 

オブジェクト指向のためのJava入門 増田 英孝 2000 9784501531409 ¥5,626  ¥8,440  1011600708 

文系学生のためのBASIC 清水 敬子 1996 9784501524401 ¥4,603  ¥6,905  1011600698 

Pascalビギナーズテキスト ―Turbo+Sun Pascal― 大井 尚一 1994 9784501521608 ¥7,672  ¥11,509  1011600711 

The Pascal ―textbook― 古東 馨 1993 9784501520304 ¥6,827  ¥10,242  1011600710 

やさしいCOBOL入門 ―操作の基本とプログラム技法― 黒田 康太 1993 9784501520106 ¥5,626  ¥8,440  1011600704 

アセンブラ言語CASL 下村 奉之 1992 9784501519209 ¥5,958  ¥8,938  1011600702 

ビギナーズFORTRANプログラミング 若山 芳三郎 1991 9784501516604 ¥5,626  ¥8,440  1011600707 

高校生のためのパソコン ―ワープロ・表計算・図形・BASIC― 秋冨 勝 1991 9784501516901 ¥4,347  ¥6,520  1011600682 

実例によるマイコンのプログラミング ―N-BASIC― 若山 芳三郎 1983 9784501505509 ¥4,603  ¥6,905  1011601006 

プログラム例によるCOBOLの入門 佐藤 清 1981 9784501503802 ¥5,370  ¥8,055  1011600703 

プログラム例によるBASICの入門 高宮 英郎 1980 9784501503703 ¥5,370  ¥8,055  1011600697 
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情報技術・電子コンテンツ 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

デジタル・フォレンジックの基礎と実践 佐々木 良一 2017 9784501555603 ¥8,184  ¥12,276  1024760839 

LibreOfficeで学ぶ情報リテラシー 畔津 忠博 2016 9784501554309 ¥7,416  ¥11,124  1024760814 

サービス工学の技術 ―ビッグデータの活用と実践― 本村 陽一 2012 9784501551001 ¥7,161  ¥10,741  1013955267 

日本語組版処理の要件 
 ―W3C技術ノート : 美しく読みやすい文字組版の基本ルール― 

W3C日本語組版タスク
フォース 

2012 9784501550202 ¥12,276  ¥18,414  1013955265 

ユニコード戦記 ―文字符号の国際標準化バトル― 小林 龍生 2011 9784501549701 ¥6,904  ¥10,357  1011601177 

OpenOffice.orgで学ぶコンピュータリテラシー  第2版 永崎 研宣 2009 9784501545307 ¥7,161  ¥10,741  1011601039 

情報セキュリティ教科書 高田 伸彦 2008 9784501544300 ¥8,950  ¥13,426  1011600433 

技術史から学ぶ情報学 小山田 了三 2007 9784501543501 ¥6,138  ¥9,207  1011600432 

社会安全システム ―社会，まち，ひとの安全とその技術― 中野 潔 2007 9784501622107 ¥8,695  ¥13,043  1011600378 

トピックマップ入門 （セマンティック技術シリーズ） 内藤 求 2006 9784501542108 ¥8,439  ¥12,658  1011600376 

オークション理論の基礎 ―ゲーム理論と情報科学の先端領域― 横尾 真 2006 9784501541408 ¥6,393  ¥9,589  1011600375 

テキストマイニングを使う技術 
 ―基礎技術と適用事例から導く本質と活用法― 

那須川 哲哉 2006 9784501542207 ¥7,672  ¥11,509  1011600374 

メタデータ技術とセマンティックウェブ 曽根原 登 2006 9784501540609 ¥7,416  ¥11,124  1011600371 

ユビキタス時代の著作権管理技術 ―DRMとコンテンツ流通― 今井 秀樹 2006 9784501541804 ¥7,672  ¥11,509  1011600355 

FrameMaker7.2によるXML組版指南 広田 健一郎 2006 9784501540500 ¥10,230  ¥15,345  1011600354 

シミュレーションによるシステムダイナミックス入門 土金 達男 2005 9784501540401 ¥7,416  ¥11,124  1011600992 

システム設計 
 ―基幹業務システム開発のためのウォータフォールモデル技法― 第２版 

鈴木 洋光 2005 9784501540302 ¥6,904  ¥10,357  1011600370 

オントロジ技術入門 ―ウェブオントロジとOWL―（セマンティック技術シリーズ） 
将来型文書統合システム
標準化調査研究委員会 

2005 9784501540104 ¥5,626  ¥8,440  1011600369 

インターネット時代の学校図書館 ―司書・司書教諭のための「情報」入門― 堀川 照代 2005 9784501619701 ¥6,138  ¥9,207  1011600353 

ディジタル情報流通システム ―コンテンツ・著作権・ビジネスモデル― 画像電子学会 2005 9784501538705 ¥8,950  ¥13,426  1011596755 

指紋認証技術 ―バイオメトリクス・セキュリティ― 画像電子学会 2005 9784501324803 ¥6,904  ¥10,357  1011596754 

電子透かし技術 ―ディジタルコンテンツのセキュリティ― 画像電子学会 2004 9784501323202 ¥6,904  ¥10,357  1011596758 

チャンス発見の情報技術 ―ポストデータマイニング時代の意思決定支援― 大澤 幸生 2003 9784501536404 ¥11,764  ¥17,647  1011600367 

ITで人はどうなる ―人間重視の情報技術を― 斉藤 正男 2003 9784501536107 ¥4,603  ¥6,905  1011596783 

X.500ディレクトリ入門 
 ―LDAP/X.509公開鍵証明書/ディジタル署名― 第2版 

大山 実 2001 9784501533007 ¥6,904  ¥10,357  1011600976 

マルチメディアビギナーズテキスト  第2版 松本 紳 2001 9784501533106 ¥6,393  ¥9,589  1011600676 

ISO15408情報セキュリティ入門 内山 政人 2000 9784501531508 ¥8,950  ¥13,426  1011600973 

XMLコンテンツの作り方 川俣 晶 1998 9784501528706 ¥5,370  ¥8,055  1011600675 

教師のためのパソコン 
 ―ワープロ・表計算・BASIC・MS-DOS―（教育とコンピュータ） 

若山 芳三郎 1994 9784501522001 ¥6,393  ¥9,589  1011600683 
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通信技術 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

情報ネットワーク教科書 高田 伸彦 2013 9784501552008 ¥9,718  ¥14,578  1016376749 

ワイヤレスブロードバンド技術 
 ―IEEE802と4G携帯の展開，OFDMとMIMOの技術― 

根日屋 英之 2006 9784501325305 ¥5,626  ¥8,440  1011600430 

ユビキタス時代のアンテナ設計 
 ―広帯域，マルチバンド，至近距離通信のための最新技術― 

根日屋 英之 2005 9784501325008 ¥5,881  ¥8,823  1011600429 

ユビキタス無線ディバイス 
 ―ICカード・RFタグ・UWB・ZigBee・可視光通信・技術動向― 

根日屋 英之 2005 9784501324506 ¥6,138  ¥9,207  1011600427 

ユビキタス無線工学と微細RFID ―無線ICタグの技術― 第2版 根日屋 英之 2004 9784501324209 ¥5,881  ¥8,823  1011600980 

文科系のための情報発信リテラシー 永崎 研宣 2004 9784501536909 ¥6,138  ¥9,207  1011600693 

GPS技術入門 坂井 丈泰 2003 9784501322601 ¥6,904  ¥10,357  1011600979 

情報通信基礎 三輪 進 2003 9784501322700 ¥5,115  ¥7,672  1011600426 

マルチメディア通信工学 村上 伸一 2002 9784501535209 ¥6,649  ¥9,974  1011600978 

スペクトラム拡散技術のすべて ―CDMAからIMT-2000，Bluetoothまで― 松尾 憲一 2002 9784501322403 ¥9,718  ¥14,578  1011600425 

スペクトラム拡散通信 ―高性能ディジタル通信方式に向けて― 第2版 山内 雪路 2001 9784501322106 ¥5,370  ¥8,055  1011600977 

ディジタル移動通信方式 ―基本技術からIMT-2000まで― 第2版 山内 雪路 2000 9784501321703 ¥5,115  ¥7,672  1011600974 

モバイルコンピュータのデータ通信 山内 雪路 1998 9784501319205 ¥7,416  ¥11,124  1011600971 

通信ネットワーク技術と標準化 肥田 俊 1997 9784501527501 ¥5,370  ¥8,055  1011600970 

ギガビット時代のLANテキスト 
日本ユニシス株式会社情報
技術研究会 

1997 9784501528102 ¥7,161  ¥10,741  1011600969 

ネットワーカーのためのIPv6とWWW 都丸 敬介 1997 9784501527105 ¥5,626  ¥8,440  1011600968 

ネットワーカーのためのイントラネット入門 
日本ユニシス株式会社情報
技術研究会 

1997 9784501526207 ¥6,138  ¥9,207  1011600967 

ネットワークエンジニアのためのTCP/IP入門 都丸 敬介 1996 9784501525101 ¥5,626  ¥8,440  1011600966 

例解データ通信 倉石 源三郎 1993 9784501520205 ¥6,649  ¥9,974  1011600965 

ビギナーズデジタル信号処理 中村 尚五 1989 9784501313401 ¥6,393  ¥9,589  1022470278 

図解入門データ通信 ―情報と通信の基礎知識― 黒田 康太 1987 9784501512002 ¥5,370  ¥8,055  1011600963 

電気通信技術者のための図解トラヒック理論 大久保 弘六 1987 9784501311803 ¥4,603  ¥6,905  1011600962 

衛星通信 ―最新衛星・ディジタル通信・将来の展望― 宮内 一洋 1985 9784501311100 ¥5,626  ¥8,440  1011600961 
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画像処理 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

三次元画像計測の基礎 ―バンドル調整の理論と実践― 日本写真測量学会 2016 9784501629809 ¥6,904  ¥10,357  1024760816 

レーザスキャナによるレンジ画像処理 星 仰 2013 9784501628307 ¥6,904  ¥10,357  1016376754 

3次元画像処理入門 村上 伸一 2010 9784501327309 ¥6,904  ¥10,357  1011601109 

画像電子情報ハンドブック 画像電子学会 2008 9784501326104 ¥71,610  ¥107,415  1011601155 

カラーマネジメント技術 ―拡張色空間とカラーアピアランス― 画像電子学会 2008 9784501326609 ¥9,207  ¥13,810  1011596768 

ビジュアルコンピューティング ―3次元CGによる画像生成― 画像電子学会 2006 9784501541705 ¥7,416  ¥11,124  1011596757 

画像処理工学  第2版 村上 伸一 2004 9784501323707 ¥5,626  ¥8,440  1011600651 

カラー画像処理とデバイス ―ディジタル・データ循環の実現― 画像電子学会 2004 9784501324407 ¥10,485  ¥15,727  1011596756 

コンピュータグラフィックスの基礎  第2版 村上 伸一 2002 9784501534509 ¥5,115  ¥7,672  1011600650 

画像処理応用システム ―基礎から応用まで― 精密工学会 2000 9784501321109 ¥8,695  ¥13,043  1011600989 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

H8マイコン入門 堀 桂太郎 2003 9784501535803 ¥6,138  ¥9,207  1011601032 

図解Z80マイコン応用システム入門 ハード編  第2版 柏谷 英一 2000 9784501531300 ¥7,927  ¥11,892  1011601025 

図解Z80マイコン応用システム入門 ソフト編  第2版 柏谷 英一 2000 9784501531201 ¥7,416  ¥11,124  1011601024 

H8ビギナーズガイド 白土 義男 2000 9784501321604 ¥7,161  ¥10,741  1011601023 

マイコンシステム技術者試験の徹底研究 初級 ―要点と完全対策― マイコンシステム研究会 1992 9784501518202 ¥6,393  ¥9,589  1011601013 

図解Z80マシン語制御のすべて ―ハードからソフトまで― 白土 義男 1989 9784501514501 ¥8,695  ¥13,043  1011601012 

例解Z80マイコンのハードとソフト 倉石 源三郎 1987 9784501512507 ¥6,393  ¥9,589  1011601011 

図解16ビットマイコン68000とファミリの活用 ―DMAC・ACRTC・HDC― 
日立マイクロコンピュータエン
ジニアリング株式会社 

1987 9784501512408 ¥6,393  ¥9,589  1011601010 

図解マイコンはじめてのパソコン計測・制御 
 ―BASIC・アセンブラ・マシン語― 

天良 和男 1987 9784501511609 ¥5,881  ¥8,823  1011601009 

図解マイコンインタフェースの基礎 ―バスタイミング・A/D・D/A― 五島 奉文 1986 9784501511302 ¥5,881  ¥8,823  1011601008 

図解マイコンの基礎 ―あなたならわかる― 吉本 久泰 1982 9784501505400 ¥4,986  ¥7,480  1011601004 

マイコン 関連 
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電子回路 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

はじめてのFPGA設計 ―VHDLによる回路記述からシミュレーションまで― 坂巻 佳壽美 2014 9784501330705 ¥9,207  ¥13,810  1018512855 

ディジタルIC回路のすべて 白土 義男 2008 9784501326203 ¥9,462  ¥14,193  1011600423 

ディジタル電子回路の基礎 堀 桂太郎 2003 9784501323004 ¥5,626  ¥8,440  1011600422 

アナログ電子回路の基礎 堀 桂太郎 2003 9784501322908 ¥5,370  ¥8,055  1011600421 

ディジタル/アナログ違いのわかるIC回路セミナー 白土 義男 1999 9784501320003 ¥6,649  ¥9,974  1011600925 

解説ICの基礎  3訂版 赤羽 進 1996 9784501318208 ¥6,393  ¥9,589  1011600923 

図解電子回路の基礎 ―ポイントスタディ― 第3版 秋冨 勝 1995 9784501301507 ¥6,138  ¥9,207  1011600922 

ディジタルICの基礎 ―ポイントスタディ― 新版 白土 義男 1993 9784501314804 ¥6,393  ¥9,589  1011600920 

アナログICの基礎 ―ポイントスタディ― 新版 白土 義男 1993 9784501314903 ¥6,904  ¥10,357  1011600919 

ディジタル回路の考え方・読み方 ―図解シーケンス― 第2版 大浜 庄司 1987 9784501312602 ¥5,881  ¥8,823  1011600917 

図解ディジタルICのすべて ―ゲートからマイコンまで― 白土 義男 1984 9784501310400 ¥8,950  ¥13,426  1011601007 

実用ディジタル回路 角田 秀夫 1984 9784501310301 ¥4,603  ¥6,905  1011600916 

実用電子回路 2 岩崎 臣男 1983 9784501301002 ¥4,347  ¥6,520  1011600915 

実用電子回路 1 岩崎 臣男 1983 9784501300906 ¥4,858  ¥7,288  1011600914 

実用オペアンプ回路 角田 秀夫 1983 9784501303105 ¥6,393  ¥9,589  1011600913 
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電機工学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

現場技術者のための自家用電気工作物の保安と技術 
関電工自家用電気工作物
研究会 

2013 9784501116200 ¥8,950  ¥13,426  1016376739 

電気の歴史 ―人と技術のものがたり― 高橋 雄造 2011 9784501115609 ¥7,672  ¥11,509  1011601180 

演習電気基礎 下 電気基礎研究会 1995 9784501106201 ¥3,835  ¥5,754  1011600891 

演習電気基礎 上 電気基礎研究会 1994 9784501106102 ¥3,835  ¥5,754  1011600890 

イラストで学ぶでんき電気でんき 若山 芳三郎 1990 9784501104405 ¥6,827  ¥10,242  1011600887 

図解関係法規による電気工事の施工法必携 窪松 生久男 1990 9784501104306 ¥4,219  ¥6,329  1011600886 

フレッシュマンのための教養電気 下 
 ―社会をリードする電気技術の位置づけ― 

宮入 庄太 1988 9784501103002 ¥5,115  ¥7,672  1011600883 

フレッシュマンのための教養電気 上 
 ―社会をリードする電気技術の位置づけ― 

宮入 庄太 1988 9784501102906 ¥4,858  ¥7,288  1011600882 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験で学ぶメカトロニクス ―TK400SHボード実習― 川谷 亮治 2016 9784501331801 ¥8,695  ¥13,043  1024760813 

フォトマスク ―電子部品製造の基幹技術― 田辺 功 2011 9784501328207 ¥9,718  ¥14,578  1011601167 

はじめてのVHDL 坂巻 佳寿美 2011 9784501327903 ¥5,370  ¥8,055  1011601163 

未来のエンジニアに贈るメカトロニクスガイド 見崎 正行 1998 9784501414405 ¥6,138  ¥9,207  1011600870 

トランジスタ開発物語 ―研究者の創造と感性― 中野 朝安 1993 9784501314705 ¥5,370  ¥8,055  1011600918 

電子工学一般 ―ICからマイコンまで― 秋冨 勝 1985 9784501300401 ¥7,288  ¥10,932  1011601005 

電子工学 関連 
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電気回路 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電気回路の基礎 足立 修一 2007 9784501113209 ¥6,138  ¥9,207  1011600415 

入門回路理論 東京電機大学 2005 9784501112707 ¥7,161  ¥10,741  1011600413 

交流回路・基本電気計測 （電気基礎 : 詳解付 下） 津村 栄一 1994 9784501106003 ¥9,589  ¥14,384  1011600889 

直流回路・電気磁気・基本交流回路 （電気基礎 : 詳解付 上） 川島 純一 1994 9784501105907 ¥9,973  ¥14,961  1011600888 

電気回路のための数学と例解 斎藤 嘉博 1986 9784501610609 ¥6,393  ¥9,589  1011600871 

解説電気回路の解き方  改訂新版 田中 謙一郎 1977 9784501003104 ¥6,138  ¥9,207  1011600875 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

電気と磁気の歴史 ―人と電磁波のかかわり― 重光 司 2013 9784501116309 ¥6,138  ¥9,207  1016376744 

静電気を科学する 高橋 雄造 2011 9784501115708 ¥4,858  ¥7,288  1011601181 

ケータイで人はどうなる ―IT世代の行方― 斉藤 正男 2009 9784501547004 ¥3,835  ¥5,754  1011601096 

入門電磁気学 東京電機大学 2006 9784501112905 ¥7,161  ¥10,741  1011600414 

入門電気磁気 第2版，改訂 大熊 栄作 1989 9784501103606 ¥10,357  ¥15,536  1011600884 

解説電気磁気の考え方・解き方  改訂新版 田中 謙一郎 1981 9784501005405 ¥5,626  ¥8,440  1011600877 

電磁気 関連 
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数学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

離散トモグラフィーとデルタ関数 硲 文夫 2015 9784501629304 ¥8,184  ¥12,276  1022470256 

カルマンフィルタの基礎 足立 修一 2012 9784501328900 ¥7,416  ¥11,124  1013955258 

ベクトルと固有値 
 ―書き込み式でドンドンわかる―（大学入門ドリル） 

丸井 洋子 2011 9784501626303 ¥5,370  ¥8,055  1011601154 

行列と行列式 
 ―書き込み式でスラスラわかる―（大学入門ドリル） 

丸井 洋子 2010 9784501625504 ¥4,858  ¥7,288  1011601125 

虫食算と覆面算 ―論理思考パズル : 難易度別200選― 大駒 誠一 2008 9784501623302 ¥3,580  ¥5,371  1011600396 

大学新入生の数学 ―高校から大学へのステップアップ― 田澤 義彦 2008 9784501622800 ¥6,393  ¥9,589  1011600395 

非線形問題の解法 桜井 明 2008 9784501622503 ¥7,416  ¥11,124  1011600394 

大学新入生のための数学ガイド 太田 琢也 2007 9784501621803 ¥4,858  ¥7,288  1011600392 

統計数理は隠された未来をあらわにする 
 ―ベイジアンモデリングによる実世界イノベーション― 

樋口 知之 2007 9784501543303 ¥5,626  ¥8,440  1011600380 

電気・電子の基礎数学 堀 桂太郎 2005 9784501621001 ¥6,649  ¥9,974  1011600404 

確率モデルの基礎 
 ―金融工学を視野に入れた確率論的考え方― 

遠藤 靖 2002 9784501619404 ¥10,741  ¥16,112  1011600828 

ウェーヴレットビギナーズガイド （数理科学） 榊原 進 1995 9784501522704 ¥10,230  ¥15,345  1011596721 

ウォルシュ解析 （数理科学） 遠藤 靖 1993 9784501613402 ¥8,439  ¥12,658  1011596821 

複素数・三角の基礎  新訂版（電気用数学 2） 須川 哲雄 1988 9784501611903 ¥5,115  ¥7,672  1011600873 

電気用数学 ―微分・積分の基礎― 新訂版 須川 哲雄 1987 9784501611200 ¥6,649  ¥9,974  1011600872 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

詳解物理学の基礎 第2版 丹羽 雅昭 2015 9784501629205 ¥13,299  ¥19,948  1022470251 

詳解物理学の基礎 丹羽 雅昭 2013 9784501628109 ¥13,299  ¥19,948  1013955264 

ビギナーズ物理 
 ―理工系を学びはじめる人のために― 

荻原 宏康 1999 9784501617004 ¥5,626  ¥8,440  1011600391 

物理 関連 
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化学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

理工系のための一般化学 鈴木 隆之 2017 9784501630508 ¥6,138  ¥9,207  1024760840 

晶析工学 久保田 徳昭 2016 9784501630102 ¥7,672  ¥11,509  1024760819 

住まいの化学物質 ―リスクとベネフィット― 室内環境学会 2015 9784501629403 ¥7,927  ¥11,892  1022470265 

詳解量子化学の基礎 類家 正稔 2012 9784501627706 ¥10,741  ¥16,112  1013955263 

最新工業化学 ―革新技術の創出と製品化― 深瀬 康司 2012 9784501627300 ¥9,718  ¥14,578  1011601215 

化学工学の基礎 鈴木 善孝 2010 9784501624903 ¥8,184  ¥12,276  1011601110 

アミノ酸 ―タンパク質と生命活動の化学― 船山 信次 2009 9784501624705 ¥9,718  ¥14,578  1011601053 

高分子合成化学 （物質工学講座） 青木 俊樹 1995 9784501614102 ¥12,019  ¥18,030  1011600857 

入門有機化学 佐野 隆久 1991 9784501612405 ¥8,695  ¥13,043  1011600856 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

マルチボディダイナミクスの基礎 
 ―3次元運動方程式の立て方― 

田島 洋 2006 9784501416201 ¥15,345  ¥23,017  1011596764 

機械力学と構造 小峯 龍男 1999 9784501414603 ¥5,881  ¥8,823  1011600988 

演習工業力学 一柳 信彦 1998 9784501414504 ¥5,626  ¥8,440  1011600646 

流れの科学 有田 正光 1998 9784501615901 ¥7,416  ¥11,124  1011600645 

機械力学 ―基礎と演習― 三船 博史 1990 9784501411503 ¥6,393  ¥9,589  1011600982 

力学 関連 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

数学eラーニング 
 ―数式解答評価システムSTACKとMoodleによる理工系教育― 

中村 泰之 2010 9784501548209 ¥6,904  ¥10,357  1011601126 

これ一冊でわかるeラーニング専門家の基本 ―ICT・ID・著作権か
ら資格取得準備まで―（青山学院大学総合研究所叢書） 

玉木 欽也 2010 9784501547608 ¥8,695  ¥13,043  1011601117 

最適 (OPTIMAL) モデルによるインストラクショナルデザイン 
 ―ブレンド型eラーニングの効果的な手法― 

鄭 仁星 2008 9784501543907 ¥4,858  ¥7,288  1011600361 

eラーニングのためのメンタリング ―学習者支援の実践― 松田 岳士 2007 9784501543105 ¥4,092  ¥6,138  1011600360 

eラーニング活用ガイド 
日本イーラーニング
コンソシアム 

2007 9784501543006 ¥4,858  ¥7,288  1011600359 

eラーニング専門家のためのインストラクショナルデザイン 齋藤 裕 2006 9784501541200 ¥6,138  ¥9,207  1011600358 

大学eラーニングの経営戦略 ―成功の条件― 吉田 文 2005 9784501539009 ¥6,904  ¥10,357  1011600680 

WebCT:大学を変えるeラーニングコミュニティ エミットジャパン 2005 9784501539306 ¥6,904  ¥10,357  1011600357 

eラーニング導入ガイド 
日本イーラーニング
コンソシアム 

2004 9784501537302 ¥5,115  ¥7,672  1011600678 

アメリカ高等教育におけるeラーニング ―日本への教訓― 吉田 文 2003 9784501619800 ¥7,672  ¥11,509  1011600677 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

Excel VBAで学ぶ水を浄化する技術 
 ―設計の基礎から最適化まで― 

徳村 雅弘 2014 9784501628901 ¥6,904  ¥10,357  1018512845 

入門水処理技術 和田 洋六 2012 9784501627805 ¥7,161  ¥10,741  1013955286 

水を科学する 川瀬 義矩 2011 9784501626600 ¥4,858  ¥7,288  1011601169 

Excelで解く水処理技術 徳村 雅弘 2011 9784501626204 ¥6,393  ¥9,589  1011601159 

水文学の数理 水村 和正 2008 9784501624002 ¥6,393  ¥9,589  1011600656 

水文学の基礎 水村 和正 2008 9784501623807 ¥6,393  ¥9,589  1011600655 

水理学の基礎 有田 正光 2006 9784501621605 ¥6,904  ¥10,357  1011596778 

わかりやすい上水道と給水装置 
 ―給水装置工事主任技術者試験基礎テキスト― 第4版 

榮森 康治郎 2005 9784501620905 ¥7,416  ¥11,124  1011596777 

水理学演習 有田 正光 1999 9784501617400 ¥8,695  ¥13,043  1011596771 

水圏の環境 有田 正光 1998 9784501616304 ¥9,207  ¥13,810  1011600647 

水 関連 

eラーニング 関連 
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医学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

介護のためのボディメカニクス ―力学原理を応用した身体負
担の軽減 : body mechanics for careworkers― 

小川 鉱一 2016 9784501419905 ¥6,904  ¥10,357  1024760817 

医用音響工学 伊東 正安 2014 9784501330200 ¥7,672  ¥11,509  1016376766 

看護・介護を助ける姿勢と動作 
 ―イラストで学ぶボディメカニクス― 

小川 鉱一 2010 9784501418601 ¥5,881  ¥8,823  1011601123 

生体機能代行装置学 血液浄化 ―臨床工学テキスト― 海本 浩一 2010 9784501327507 ¥6,649  ¥9,974  1011601115 

オープンソースで学ぶバイオインフォマティクス オープンバイオ研究会 2008 9784501622602 ¥9,973  ¥14,961  1011600398 

イラストで学ぶ看護人間工学 小川 鉱一 2008 9784501416409 ¥7,672  ¥11,509  1011600351 

看護・介護のための人間工学入門 小川 鉱一 2006 9784501415907 ¥6,393  ¥9,589  1011600350 

電磁界の健康影響 ―工学的・科学的アプローチの必要性― 三浦 正悦 2004 9784501324001 ¥8,184  ¥12,276  1011596784 

看護動作を助ける基礎人間工学 小川 鉱一 1999 9784501414801 ¥7,161  ¥10,741  1011596780 

「気」は脳の科学 （「気」を科学する 2） 町 好雄 1996 9784501614805 ¥5,626  ¥8,440  1011600672 

ニューラルシステムにおけるカオス 合原 一幸 1993 9784501315405 ¥9,718  ¥14,578  1011600964 

「気」を科学する [パート1] 町 好雄 1993 9784501612900 ¥5,115  ¥7,672  1011600668 

ME(医用工学)入門  新訂版 保坂 栄弘 1982 9784501306106 ¥9,718  ¥14,578  1011600667 

心臓の電気現象 ―心電図波形の成り立ち― 堀川 宗之 1982 9784501306304 ¥9,718  ¥14,578  1011600666 

生体とME ―基礎から計測制御まで― 渥美 和彦 1980 9784501306205 ¥8,950  ¥13,426  1011600665 
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人材教育 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

オープンエデュケーション 
 ―知の開放は大学教育に何をもたらすか― 

重田 勝介 2014 9784501629106 ¥6,393  ¥9,589  1018512854 

フレッシュマンセミナーテキスト 
 ―大学新入生のための学び方ワークブック―第2版 

初年次教育テキスト編集
委員会 

2014 9784501628505 ¥5,115  ¥7,672  1018512840 

大学力を高めるeポートフォリオ 
 ―エビデンスに基づく教育の質保証をめざして― 

小川 賀代 2012 9784501627409 ¥7,161  ¥10,741  1011601216 

工学倫理 ―実例で学ぶ技術者の行動規範― 河村 尚登 2011 9784501626402 ¥6,649  ¥9,974  1011601157 

「工学」のおもしろさを学ぶ  第2版 東京電機大学 2011 9784501626105 ¥5,881  ¥8,823  1011601153 

学びとコンピュータハンドブック CIEC 2008 9784501544201 ¥16,111  ¥24,168  1011601156 

ICTを活用した外国語教育 
 ―information and communication technology― 

CIEC外国語教育研究部会 2008 9784501544003 ¥7,672  ¥11,509  1011600362 

シリアスゲーム ―教育・社会に役立つデジタルゲーム― 藤本 徹 2007 9784501542702 ¥4,858  ¥7,288  1011600377 

実践インストラクショナルデザイン 
 ―事例で学ぶ教育設計―（情報デザインシリーズ） 

内田 実 2005 9784501538903 ¥5,626  ¥8,440  1011600356 

実践情報科教育法 ―「ものづくり」から学ぶ― 坂口 謙一 2004 9784501536800 ¥5,626  ¥8,440  1011600679 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ニューロンで解く心の苦しみと安らぎ ―脳科学と仏教の接点― 松本 隆男 2016 9784501554606 ¥7,416  ¥11,124  1024760821 

科学技術政策に市民の声をどう届けるか ―コンセンサス会議、シ
ナリオ・ワークショップ、ディープ・ダイアローグ―（科学コミュニ
ケーション叢書） 

若松 征男 2010 9784501625405 ¥7,161  ¥10,741  1011601124 

一流の科学者が書く英語論文 アン・M・コーナー 2010 9784501625009 ¥6,649  ¥9,974  1011601108 

電気・電子のための基礎英語 ―数式・図形・電気の英語表現― 西口 昌宏 1999 9784501616502 ¥4,858  ¥7,288  1011600874 

科学技術史 ―電気・電子技術の発展― 直川 一也 1998 9784501108106 ¥6,904  ¥10,357  1011600894 

人文 関連 
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メディア 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

科学技術報道史 ―メディアは科学事件をどのように報道したか― 御代川 貴久夫 2013 9784501628208 ¥5,881  ¥8,823  1016376742 

科学技術ジャーナリズムはどう実践されるか 小林 宏一 2010 9784501625306 ¥8,184  ¥12,276  1011601116 

科学技術は社会とどう共生するか ―早稲田大学科学技術ジャー
ナリスト養成プログラムMAJESTy― 

岡本 暁子 2009 9784501624309 ¥6,393  ¥9,589  1011601037 

ジャーナリズムは科学技術とどう向き合うか ―早稲田大学科学
技術ジャーナリスト養成プログラムMAJESTy― 

小林 宏一 2009 9784501624200 ¥6,393  ¥9,589  1011601036 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ソーシャルメディアと「世論」形成 ―間メディアが世界を揺るがす― 遠藤 薫 2016 9784501630003 ¥9,207  ¥13,810  1024760818 

間メディア社会の「ジャーナリズム」 
 ―ソーシャルメディアは公共性を変えるか― 

遠藤 薫 2014 9784501629007 ¥9,207  ¥13,810  1018512847 

原子力報道 ―5つの失敗を検証する― 柴田 鉄治 2013 9784501628000 ¥6,138  ¥9,207  1013955266 

メディアは大震災・原発事故をどう語ったか 
 ―報道・ネット・ドキュメンタリーを検証する― 

遠藤 薫 2012 9784501627508 ¥6,393  ¥9,589  1011601214 

間メディア社会における「世論」と「選挙」 
 ―日米政権交代に見るメディア・ポリティクス― 

遠藤 薫 2011 9784501626709 ¥7,672  ¥11,509  1011601172 

ネットメディアと「コミュニティ」形成 遠藤 薫 2008 9784501622701 ¥8,184  ¥12,276  1011600382 

間メディア社会と「世論」形成 ―TV・ネット・劇場社会― 遠藤 薫 2007 9784501622008 ¥7,416  ¥11,124  1011600379 

インターネットと「世論」形成 ―間メディア的言説の連鎖と抗争― 遠藤 薫 2004 9784501620509 ¥8,950  ¥13,426  1011600830 

サイバージャーナリズム論 ―インターネットによって変容する報道― 前川 徹 2003 9784501620301 ¥7,672  ¥11,509  1011600829 

メディアの技術史 ―洞窟画からインターネットへ― 斎藤 嘉博 1999 9784501530105 ¥5,881  ¥8,823  1011600352 

■科学コミュニケーション叢書 

52 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

エネルギー 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

バッテリマネジメント工学 ―電池の仕組みから状態推定まで― 足立 修一 2015 9784501117207 ¥8,184  ¥12,276  1022470266 

新エネルギーの技術 
 ―再生可能エネルギー大量導入社会の実現に向けて― 

西川 尚男 2013 9784501116507 ¥7,161  ¥10,741  1016376752 

熱とエネルギーを科学する 
化学工学会
SCE・Net 

2011 9784501419004 ¥6,649  ¥9,974  1011601175 

燃料電池の技術 ―固体高分子形の課題と対策― 西川 尚男 2010 9784501115203 ¥8,695  ¥13,043  1011601122 

パワーエレクトロニクスとその応用 ―省エネ・エコ技術― 岸 敬二 2008 9784501114503 ¥5,881  ¥8,823  1011600418 

エネルギー変換工学 ―地球温暖化の終焉へ向けて― 柳父 悟 2004 9784501112202 ¥8,950  ¥13,426  1011596766 

電力自由化と技術開発 ―21世紀における電気事業の経営効率
と供給信頼性の向上を目指して― 

浅野 浩志 2001 9784501110000 ¥19,437  ¥29,155  1011596765 

直流送電工学 ―パワーエレクトロニクス応用― 町田 武彦 1999 9784501108304 ¥8,695  ¥13,043  1011600898 

はじめまして太陽電池さま ―地球にやさしい太陽電池入門― 藤中 正治 1994 9784501106300 ¥3,324  ¥4,986  1011600866 

光学 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

光技術入門 第2版 堀内 敏行 2014 9784501628802 ¥7,161  ¥10,741  1018512843 

光技術入門 堀内 敏行 2005 9784501620806 ¥6,904  ¥10,357  1011596776 

光学・光通信のための波動光学入門 会田 軍太夫 1980 9784501604004 ¥11,508  ¥17,262  1011600960 
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環境 関連 

2018年12月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実践に生かすスポーツ教養 
 ―スポーツのあるライフスタイルのすすめ― 第2版 

加藤 知己 2009 9784501624408 ¥6,138  ¥9,207  1011601035 

サッカーコンディショニングの科学 
 ―科学的分析に基づいたコンディショニングの方法― 

浦上 千晶 1999 9784501617202 ¥4,092  ¥6,138  1011596782 

自転車と健康 前田 寛 1999 9784501616809 ¥5,370  ¥8,055  1011596781 

サッカーフィットネスの科学 
 ―科学的分析に基づいたトレーニング― 

大橋 二郎 1998 9784501615802 ¥4,603  ¥6,905  1011600674 

サッカーゴールへの科学 
 ―科学的分析に基づいた確率の高いシュート― 

大橋 二郎 1997 9784501615109 ¥3,580  ¥5,371  1011600673 

サッカーおもしろ科学 ―科学的分析に基づいた合理的な練習― 掛水 隆 1996 9784501614607 ¥4,347  ¥6,520  1011600671 

MTBハイク入門 ―自然の中へ― 仲野 成憲 1994 9784501613808 ¥3,835  ¥5,754  1011600670 

スポーツと健康 桜井 悌二郎 1994 9784501613709 ¥6,904  ¥10,357  1011600669 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

環境科学の基礎  第2版 岡本 博司 2011 9784501626006 ¥5,370  ¥8,055  1011601150 

室内環境学概論 室内環境学会 2010 9784501625900 ¥7,927  ¥11,892  1011601135 

生物圏の環境 有田 正光 2007 9784501622404 ¥7,161  ¥10,741  1011596779 

環境科学の基礎 岡本 博司 2002 9784501619503 ¥5,370  ¥8,055  1011596774 

地圏の環境 有田 正光 2001 9784501618308 ¥7,161  ¥10,741  1011600648 

環境問題へのアプローチ 有田 正光 2001 9784501618803 ¥4,858  ¥7,288  1011596773 

大気圏の環境 有田 正光 2000 9784501617608 ¥7,161  ¥10,741  1011596772 

スポーツ 関連 
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ビジネス・マーケティング 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

シリコンバレー ―スティーブ・ジョブズの揺りかご― 脇 英世 2013 9784501552107 ¥7,975  ¥11,962  1016376755 

技術者・研究者のための特許の取り方 宮保 憲治 2012 9784501627607 ¥4,858  ¥7,288  1011601211 

アマゾン・コムの野望 ―ジェフ・ベゾスの経営哲学― 脇 英世 2011 9784501626808 ¥5,626  ¥8,440  1011601176 

消費者行動の科学 ―サービス工学のための理論と実践― 北島 宗雄 2010 9784501548506 ¥8,439  ¥12,658  1011601134 

ベイズモデリングによるマーケティング分析 照井 伸彦 2008 9784501623500 ¥8,695  ¥13,043  1011600386 

チャンス発見のデータ分析 
 ―モデル化+可視化+コミュニケーション→シナリオ創発― 

大澤 幸生 2006 9784501542009 ¥9,207  ¥13,810  1011600373 

ベイジアンネットワーク技術 
 ―ユーザ・顧客のモデル化と不確実性推論― 

本村 陽一 2006 9784501541606 ¥6,393  ¥9,589  1011600372 

天候デリバティブのすべて ―金融工学の応用と実践― 天崎 裕介 2003 9784501619602 ¥8,184  ¥12,276  1011600368 

現代経営学の再構築 ―普遍経営学への小歩― 第２版 岩森 龍夫 2002 9784501619305 ¥13,299  ¥19,948  1011600384 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

ISO9001:2008を正しく理解しよう ―QMSの効果的な運用のために― 加藤 重信 2011 9784501627201 ¥5,115  ¥7,672  1011601179 

ユーザが感じる品質基準QoE ―IPTVサービスの開発を例として― 
NTTサイバーソ
リューション研究所 

2009 9784501326807 ¥5,626  ¥8,440  1011600387 

世界市場を制覇する国際標準化戦略 
 ―二十一世紀のビジネススタンダード― 

原田 節雄 2008 9784501623708 ¥6,479  ¥9,718  1011600385 

利益をもたらすISO9001:2000解釈と運用 高林 貞夫 2001 9784501534103 ¥7,672  ¥11,509  1011600383 

QS-9000第3版解釈と運用 高林 貞夫 1999 9784501529802 ¥11,764  ¥17,647  1011600834 

QS-9000第3版TE補填規格 
 ―機械類の信頼性・保全性国際品質規格― 

高林 貞夫 1998 9784501529109 ¥7,161  ¥10,741  1011600833 

新たな品質経営への挑戦 ―ISO9001に基づくQS9000― 改訂 高林 貞夫 1997 9784501527303 ¥8,950  ¥13,426  1011600832 

品質管理 関連 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

数理議論学 若木 利子 2017 9784501555504 ¥9,207  ¥13,810  1024760838 

シリアルサイエンス ―おいしさと栄養の探究― 椎葉 究 2014 9784501628703 ¥8,184  ¥12,276  1018512844 

内燃機関 古浜 庄一 2011 9784501419301 ¥9,718  ¥14,578  1011601183 

はじめての研磨加工 安永 暢男 2011 9784501418809 ¥5,881  ¥8,823  1011601166 

精密工学 （理工学講座） 中沢 弘 2011 9784501418700 ¥8,439  ¥12,658  1011601165 

はじめての脱臭技術 川瀬 義矩 2011 9784501626501 ¥5,115  ¥7,672  1011601158 

食品表示を裏づける分析技術 ―科学の目で偽装を見破る― 
日本分析化学会表
示・起源分析技術研
究懇談会 

2010 9784501625801 ¥7,161  ¥10,741  1011601140 

システム同定の基礎 足立 修一 2009 9784501114800 ¥6,904  ¥10,357  1011601054 

生産管理工学 ―理論と実際― 冨士 明良 2009 9784501418106 ¥8,184  ¥12,276  1011601034 

フレッシュマンセミナーテキスト 
 ―大学新入生のための学び方ワークブック― 

初年次教育テキスト
編集委員会 

2009 9784501624606 ¥4,858  ¥7,288  1011600681 

機構学入門 高 行男 2008 9784501416904 ¥6,393  ¥9,589  1011601002 

機械強度設計のためのCAE入門 
 ―有限要素法活用のノウハウ― 

栗山 好夫 2008 9784501417604 ¥6,904  ¥10,357  1011600443 

入門独立成分分析 村田 昇 2004 9784501537500 ¥8,695  ¥13,043  1011600831 

高周波の基礎 三輪 進 2001 9784501109707 ¥5,115  ¥7,672  1011600975 

色彩工学  第2版 大田 登 2001 9784501618902 ¥11,508  ¥17,262  1011600649 

たのしく描けるやさしいテクニカルイラストレーション 小峯 龍男 1998 9784501414306 ¥5,115  ¥7,672  1011600987 

教養天文学 ―重力に支配される宇宙― 足立 暁生 1998 9784501616403 ¥4,858  ¥7,288  1011600855 

ディジタル放送技術 松尾 憲一 1997 9784501318802 ¥5,370  ¥8,055  1011600869 

入門カラーテレビ  改訂版(第9版) 直川 一也 1996 9784501318109 ¥7,416  ¥11,124  1011600868 

振動の解析 三船 博史 1992 9784501412401 ¥6,904  ¥10,357  1011600984 

図解溶接の技術読本  2訂版 応和 俊雄 1992 9784501412302 ¥7,416  ¥11,124  1011600983 

電気機器の入門  改訂版 磯部 直吉 1981 9784501009403 ¥6,138  ¥9,207  1011600878 

その他 タイトル 
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